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リベラルアーツの先の、
プロフェッショナル へ。

リベラルアーツ教育
Liberal Arts Education

Developing Expertise through Advanced Liberal Studies
わたしたちが育てるのは、日本語と英語のバイリンガル教育を基礎に、
世界と日本を結ぶ架け橋としての役割を担う高い専門性を備えた
指導的な人材です。

教養学部
College of Liberal Arts

We nurture potential leaders who can bring Japan and the world together, trained through
a bilingual English and Japanese education to become highly skilled professionals.

大学院部長あいさつ
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Dean's Message

ICUの大学院教育はとてもユニークです。アーツ・サイエンスという
名の研究科を持つ大学院は、日本ではおそらくICUだけでしょう。
ICUの学部には文系と理系を含めて31のメジャーがありますが、そ
の延長線上に大学院があり、アーツ・サイエンス研究科では、学問領
域の壁を越えた教育プログラムを用意していますので、みなさんの
興味やニーズに応じて様々な科目を履修することが可能です。具体
例をあげれば、
「アフリカにおける効果的な理科教育」というテーマ
を研究したいとき、ICUの大学院では、自然科学系の先生と教育学
系の先生がチームを組んで指導することができます。
ICUの伝統的な強みである少人数制と対話型の教育は、
大学院におい
ても実践されており、
１学年104名の定員に対して、
約100名の大学院担
大学院部長：
当教員がスタンバイしています。
そして何といっても、
美しい自然に囲まれ
たキャンパスは勉強に疲れたあなたの心と体を癒してくれるでしょう。
佐々木 輝美
SASAKI, Teruyoshi
このような恵まれた教育環境の中で研究活動に専念できるように、
博士
Dean, Graduate School
前期課程には返還義務のない給付奨学金
（年間授業料と施設費の３分
の１）
を設けています。
また、
博士後期課程では、
2014年度から授業料を
従来の半額以下としたほか、
学費減免制度もあるので、
博士号取得を目
指す大学院生の経済的負担が軽減されています。
また、
欧米で広く行われているTA
（Teaching Assistant）
制度があり、
授業運営の補助をして収入を得るだ
けでなく、
教授が授業でどのような工夫をしているかについて学ぶこともできます。
この他、
図書館のライティ
ングサポートデスクで、
学部生に論文作成のアドバイスを行うチューターとしても、
大学院生が活躍していま
す。
これらの体験は、
教職課程で教員を目指す大学院生にとって良い実践教育となっていることでしょう。
ICU大学院は４月入学、９月入学が可能です。また、受験の機会も年３回ありますので、ぜひチャレ
ンジして、ICUの素晴らしい環境で、あなたの学びを深めてください。
The Graduate School at ICU boasts itself as very unique and innovative in its general goals and
approaches. It builds on our strong tradition of liberal arts education during the past 60 years. An
emphasis is placed on interdisciplinary curricula and bilingual instructions with no strict
disciplinary restrictions over a particular course of study. Therefore, graduate students are expected
to work closely with their academic advisors in designing specific course work and research to meet
their individual needs and interests. For instance, if you are interested in examining effects of science
education in East Africa, you would gain academic advice and guidance from those professors whose
field of research encompass education, social and behavioral sciences, and natural sciences.
Following ICU’s attractive faculty-to-student ratio and dialogue-centered approaches across the overall curricula,
the Graduate School program faculty consists of more than 100 teaching faculty and staff on the beautiful campus
with 153 acres, a location in the quiet suburb of Tokyo only 30 minutes away from downtown Tokyo.
I can assure you that your experience at ICU for the next few years will be unparalleled in your
academic pursuit and lifelong network that lasts even after your graduation. Since its founding, ICU
continues to place students as our top-priority with academic and financial needs. For example,
obligation-free financial aid is available for master students with one-third reduction in tuition and
fees. To assist students in the doctoral program, the cost for annual tuition has been halved since
Spring 2014. Graduate students may also take advantage of ICU’s teaching assistantship
opportunities where students receive monthly stipend for their work in undergraduate classes. In
addition, some graduate students work as writing tutors for undergraduates at the ICU Writing
Support Desk in the library to pay for personal needs. In fact, both teaching assistantship and
writing tutorial experiences provide an excellent training ground for honing future teaching skills.
Currently, applications for graduate school admissions are received three times a year for April
and September entrance. For application materials, please contact our Graduate School office.
Why not challenge yourself with our distinctively unique and innovative Graduate School at
International Christian University!

＊
＊
＊
＊
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■教育学専修
Education

■数学・情報科学専修

Mathematics and Computer Science

■物質科学専修
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心理・教育学専攻

Psychology

Education and Psychology

Material Science

■臨床心理学専修＊
Clinical Psychology

■言語教育専修

■生命科学専修
Life Science

Language Education

公共政策・
社会研究専攻

理学専攻
Natural Sciences

アーツ・サイエンス専攻

Public Policy and
Social Research

Arts and Sciences Program

■政治・国際研究専修

Politics and International Studies

■社会文化分析専修

比較文化専攻

Social and Cultural Analysis

■メディアと言語専修

Comparative Culture

Media and Language

■日本文化研究専修

■公共経済学専修

■超学域文化研究専修＊＊

■平和研究専修

Japanese Culture Studies

Public Economics

Transcultural Studies

Peace Studies

博士前期課程

博士後期課程

Master's Course

Doctoral Course

大学院アーツ・サイエンス研究科
Graduate School of Arts and Sciences

学位一覧
研究科
School

Degrees Offered
課程

Course

専攻

Education and Psychology

博士前期
アーツ・サイエンス研究科 Master's
Course
School of Arts and Sciences

専修分野

Program

心理・教育学

公共政策・社会研究
Public Policy and
Social Research

教育学
心理学
臨床心理学＊
言語教育

比較文化
理学

Natural Sciences

博士後期

Doctoral Course

アーツ・サイエンス

Degree

Education
Psychology

Clinical Psychology＊

修士（教育学）

Master of Arts in Education

Language Education

政治・国際研究

Politics and International Studies

修士（行政学）または Master of Arts in Public Administration or
修士（国際関係学） Master of Arts in International Relations

社会文化分析

Social and Cultural Analysis

修士（社会文化分析） Master of Arts in Social and Cultural Analysis

メディアと言語
公共経済学

Comparative Culture

学位

Area of Concentration

平和研究
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■心理学専修

Media and Language
Public Economics

修士（メディアと言語）Master of Arts in Media and Language
修士（公共経済学）

Master of Arts in Public Economics

修士（平和研究）

Master of Arts in Peace Studies

日本文化研究
Japanese Culture Studies
超学域文化研究＊＊ Transcultural Studies＊＊

修士（比較文化）

Master of Arts in Comparative Culture

数学・情報科学
物質科学
生命科学

修士（理学）

Master of Arts in Natural Sciences

博士（学術）

Doctor of Philosophy

Arts and Sciences

Peace Studies

Mathematics and Computer Science
Material Science
Life Science

＊臨床心理学専修は、
2014年９月入学以降の募集を行いません。
＊Area of Clinical Psychology stopped accepting applicants from AY2014 September Admission.
＊＊2015年４月から名称変更の予定です。
＊＊The name of the area of concentration is expected to be changed from April, 2015.

資

格

●高等学校及び
中学校教諭専修免許状
●学芸員

ril
ce.
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30ページをご参照ください。
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IC U 大学 院 の 特 徴
About us

ICU大学院の歩み

History

第二次世界大戦敗戦直後、
「キリスト教精神にもとづく総合大学設立」を願う日本の教育に携わるキリスト者に、アメリカのキリスト教関係者が賛
同し、日本とアメリカを中心に世界各地でICU設立のための募金活動が行われました。1953年４月日本初のリベラルアーツカレッジとして国際基
督教大学教養学部は生まれました。また、設立当初からの「大学院教育に重点をおく」という構想に基づき、1957年４月に大学院教育学研究科、
1963年行政学研究科、1976年比較文化研究科、1987年には理学研究科を開設しました。
そして2010年４月、学際的教育を目指し４研究科を統合し、
「アーツ・サイエンス研究科」として生まれ変わりました。
Right after the World War II, a group of Christian educators in Japan and their supporters in the United States made a fund-raising efforts with a hope of establishing
a university based on Christian principles. Donation came from Japan, the U.S., and other parts of the world, Christians or non-Christians.
Thanks to these endowments, ICU was established in April 1953 as the first four-year-liberal arts college in Japan. Based on the fundamental educational plan on emphasis on graduate education, Division of Education was established in 1957; Public Administration in 1963; Comparative Culture in 1976; and Natural Sciences in 1987.
Finally, in April 2010, four graduate divisions aiming at interdisciplinary education were united and regenerated as the “Graduate School of Arts and Sciences”.

キャンパスはグローバルな出会いと交流の場

Global encounter and the interchange on Campus

様々な国籍の学生と教員がキャンパスで出会い、個々の「違い」を受け入れて互いを尊重し、教育・研究できる環境の中
で、
グローバルな人材を育成しています。
Students and faculty members from various countries meet and study together in an academic environment where they appreciate
diversity and learn from “differences” to become a person who can engage with the world.

日米バイリンガリズム教育

Bilingual Education in Japanese and English

日本語開講と英語開講の授業があり、学生はその中から状況に応じて授業を選択していきます。日本人学生と留学生が
同じ授業を受ける中で、お互いの語学スキルもアップしていきます。日本語能力が不足している留学生は、学部で開講し
ている日本語プログラムを履修することも可能です。
ICU offers students both classes instructed in Japanese and English, and students can choose in accordance with their needs and interests. Japanese
students and non-Japanese students can improve language skills in English and Japanese by participating in classes together. The Japanese Language
Programs offered at the undergraduate are also available for graduate students who wish to increase Japanese skills.

美しいキャンパス内の学生寮

Dormitories on the Beautiful Campus

広いキャンパス内に学生寮を完備、
海外からの留学生も国内の学生と一緒に生活をともにしています。
（詳細は34ページ参照）
Student dormitories are located in the beautiful broad campus where international students can share life with Japanese students
while enjoying four seasons. (For details, see page 34)

充実した図書館

Resourceful Library

教育研究に欠かせない図書館は、蔵書の多さと利用率の高さだけでなく、メディアライブラリーとしても利用価値が高
い施設です。
（詳細は 33 ページ参照）
ICU library, one of the important facilities to conduct research and study, has rich collection of books, periodicals, and electronic
resources. Students have a high rate of usage and are receiving valuable multimedia services. (For details, see page 33)

奨学金・奨励金

Scholarships and Financial Aid

本学大学院独自の奨学金・奨励金制度を設けています。
（詳細は 32ページ参照）
ICU Graduate School offers original scholarships and financial aid help students. (For details, see page 32)

TA制度

Teaching Assistant System

Teaching Assistantとして授業の補助をすることにより、教員から直に教育方法等を学びながら、報酬を得られます。
奨学金と並び、
大学院生の研究活動を経済的にサポートするシステムです。
By assisting a class as teaching assistants, students can learn pedagogic practices directly from professors while getting a reward.
This system supports graduate school students economically for their research work.

ユニークな教育システム

Features of Education System

◎４月入学・９月入学：日本国内の大学出身者と海外の大学出身者、どちらも４月入学、９月入学が可能です。
◎３月卒業・６月卒業：卒業時期は３月と６月の２回あり、海外留学、就職などの進路に合わせて卒業できます。
◎３学期制：一年を春、秋、冬の３つの学期に分けて、学期ごとに授業を完結させる３学期制を採用しています。
April and September Admission: Both graduates from domestic and overseas universities are eligible for matriculation in April or September.
March and June Commencement: Since commencement is held twice a year, students can choose when to graduate in accordance with plans after graduation, such as overseas
employment or study abroad.
Trimester system: ICU adopts a trimester system, which divides an academic year into three terms, spring, autumn and winter. Students register and complete a class each term.

アジアで唯一のロータリー平和センター指定校

Unique Rotary Peace Center in Asia

世界４カ国、５大学院（米国のデューク大学／ノースカロライナ大学、イギリスのブラッドフォード大学、オーストラリアの
クイーンズランド大学、スウェーデンのウプサラ大学）と並び、毎年約 20 名の留学生が平和研究を学んでいます。
Along with five graduate schools in four countries of the world (Duke University and University of North Caroline in the U.S./ University of Bradford in
UK, University of Queensland in Australia, Uppsala University in Sweden), about 20 international students are learning peace studies at ICU every year.

人材育成支援無償事業：JDSプログラム参加

Participation in Japanese Grant Aid for Human
Resource Development Scholarship (JDS) Program

全国の約 20 の受け入れ大学の一つとして、日本政府の人材育成支援無償事業に参加し、中国、フィリピン、ベトナム、ス
リランカ、
ミャンマーなどの有望な若手行政官、実務家、研究者などを受け入れています。
As one of approximately 20 participating universities of JDS program by the Japanese government, ICU Graduate School has been accepting and training
promising young government officers, practitioners and researchers from China, the Philippines, Vietnam, Sri Lanka, Myanmar, and other countries.

Country / Region

Number

AUSTRALIA
CANADA
CHINA
COLOMBIA
EGYPT
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
INDIAN
INDONESIA
ITALY
Japanese
KOREA
LAOS
LITHUANIA
MEXICO
MYANMAR
NEPAL
PAKISTAN
PHILIPPINS
RUSSIA
RWANDA
SINGAPORE
SRI LANKA
SWEDEN
TANZANIA
THAILAND
UGANDA
UK
USA
VENEZUELA
VIETNAM
ZIMBABWE

1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
85
3
2
2
1
6
1
1
6
1
1
1
6
2
1
2
1
1
15
2
5
1

TOTAL

166
As of May 2014

専任教員の出身国／地域
Number of full-time faculty
by country / region
Country / Region

Number

Japanese
United States
Canada
Korea
United Kingdom
Germany
Hungary
Armenia
Australia
Bulgaria
Canada / United Kingdom
Czech
Finland
French
New Zealand
Spain
United Kingdom / United States
United Kingdom /Australia
United Kingdom / Ireland

98
18
6
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total

148
As of May 2014
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アーツ・サイエンス研究科

博士前 期 課 程

(MA)

Master's Course

博士前期課程では、広い視野に立って精深な学識を授け、
専攻分野における研究能力またはこれに加えて
高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培います。
In the Master’s course, students delve deeper into their field of study to enhance their research
abilities and to acquire the professional skills necessary for their future career.

課程修了の要件

Requirements for Degrees

大学院共通科目

専攻の専門基礎科目

School-wide interdisciplinary Course

Program Foundation Course

1科目2単位以上

2科目4単位以上

Min.2 units in 1 subject

必要単位

Min.4 units in 2 subjects

（標準修業年限2年 Standard courses require two years of study）

専修の専門科目

Specialization Course

4科目8単位以上

Min.8 units in 4 subjects

専門研究科目

合

Research Course

3科目6単位以上

Min.6 units in 3 subjects

30単位以上

各専攻の専門基礎科目、専門科目、専門研究科目より3科目6単位以上

Units
Required

計

Total

Min.30 units

Min.6 units in 3 subjects from Program Foundation, Specialization and Research Course.

研究科内全ての科目より2科目4単位以上 Min.4 units in 2 subjects from all courses in Graduate School
■成績
全履修科目の成績平均3.00（4.0満点）以上で修得
■修士論文 修士候補資格の認定を受け、指導教授より修士論文の指導を受け、修士論文を提出する。審査及び最終試験に合格すること。

Grade Point Average: Completion of required courses with a grade point average of 3.00 or above for all grades received.
Master Thesis: Acquisition of candidacy status for the Master’s degree. Submission of the Master’s thesis upon completion of the prescribed research guidance. Successfully passing the thesis evaluation and the final examination.

学位取得までの流れ
年次
Year

学期

1st term

1st year

手続き等

Term

1学期
1年次

Procedure of Conferring Master's Degree
備

Procedure

考

Remarks

入学式・オリエンテーション（履修説明会）

修了に必要な科目等履修

Matriculation ceremony, Orientation (Academic guidance)

Completion of GS required courses

2学期

2nd term

3学期

3rd term

1学期

修士候補資格認定申請書提出

Submission of [Application for Candidacy for the Degree of MA]

修士候補資格認定（1年以上の在学、修了に必要な18単位以上修得、GPA3.00以上）

1st term

Approval of Candidacy for the Degree of MA (Requirements: Residence of one year or more, Completion of 18 units or
more with a grade point average of 3.00 or above.)

2学期

修士論文概略提出

2nd term

Submission of [Report on Outline of Master’s Thesis]

修士論文作成開始

Start writing Master’s thesis

（中間報告・中間発表）

(Interim report / Interim presentation)

修士論文提出申請書提出

2年次

Submission of [Application for Submission of Master’s thesis]

2nd year

3学期

3rd term

修士論文および要旨提出

Submission of [Master’s Thesis and summary]

修士論文審査および最終試験

The final examination for Master’s Thesis

卒業式で学位授与

Conferral of M.A. at the Commencement

大学院共通科目

School-wide Interdisciplinary Course

ICU大学院アーツ・サイエンス研究科は、基礎知識と専門的な論文作成・
コンピューティング・領域研究スキルを育成するため以下の学際的共通科

目を導入しています。研究方法や論文作成・発表スキルの向上を図るため、

学生は、少なくともこれらの科目から一つを履修しなければなりません。
一年次の履修が望まれます。

研究者のための論文作成法（英語）

研究者のための論文作成法（日本語）
研究者のためのコンピューティング
現場実習による専門学習

The Graduate School of Arts and Sciences has introduced the following school-wide interdisciplinary courses that provide fundamental
knowledge and skill development in professional writing, computing
techniques and field research. To better prepare for research methodology, publications and presentations, all Master's course students are
required to take at least one of these courses, preferably during their
first year of studies.

Writing for Researchers (English)
Writing for Researchers (Japanese)
Computing for Researchers
Field Research and Professional Learning

04

DW6_A4376D03_M.indd

4

2014/06/19

9:16:43

アーツ・サイエンス研究科

博士前期課程（MA）

心 理・教育 学 専 攻
Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course
Education and Psychology Program

心理・教育学専攻では、
教育にかかわる学問諸分野において、
人類が平和的かつ創造的な営みのうちに
共生するための教育的な諸条件を探求し、
国の内外でその実現に向けて
指導的な役割を果たす人材を養成します。
The Education and Psychology Program pursues research in
academic ﬁelds related to education in search of conditions that
enable human beings to coexist while engaging in a peaceful
and creative endeavor, nurturing leaders who play a pivotal role
in realizing an optimum environment in the world.

専攻主任あいさつ

人間を知る学問的営みにようこそ！

教育学
専修

人が支え合い、築きあげてきた社会や文化は、人間がどういった

Education

存在であるかを示しています。その営みは、これからもさまざま

言語教育
専修

心理学
専修

Language Education

Psychology

臨床心理学
専 修＊
Clinical Psychology＊

＊（6ページを参照。

refer to the next page.）

専修体系図

Areas of Concentration

教員の声

Message from the Director

な様相を呈すことでしょう。そうした営みの根幹をなすものは何

でしょう。心理学・教育学・言語教育・言語学は、まさにそうした

営みの中核をなすものと言えます。未だ答えのない世界があなた
を誘い、その魅力を語りかけてくるでしょう。心理・教育学専攻へ
の扉を開くのはあなたです。

心理・教育学専攻 主任

磯崎 三喜年
Welcome to the pursuit of the knowledge of the human being!

Prof. ISOZAKI, Mikitoshi

Societies and Cultures, which have been built up though the collaborative
efforts of people, tell us what kind of beings humans are. These pursuits
continue to illuminate various aspects of our lives. What constitutes the
basis of such pursuits? Psychology, Education, Language Education, and
Linguistics comprise the core of those pursuits. They will lead you to the
world of unanswered questions and talk to you of their appeal. It is you
who can open the door to the Education and Psychology Program.

Voice of Faculty
バイリンガル教育を理念のひとつに掲げる本学は、長年の英語教育及び外国語としての日本語教育の実績を高く
評価されています。そのような言語環境、教育環境において、言語習得理論、言語教育理論を学び、学部の英
語教育課程及び日本語教育課程をフィールドとして、実践的に学べる機会を得る院生は大変恵まれていると言
えます。私自身は英語教育を専門とし、日米において英語教育の理論と実践に携わって来た者ですが、多様な言
語背景を持つ本学の学部生、院生を目の当たりにして言語のダイナミズムに改めて知的好奇心が刺激される毎日
です。院生としてICUのコミュニティーの一員となれば、日々言語的発見の連続であることは間違いありません。

心理・教育学専攻

富山 真知子教授

Prof.
TOMIYAMA, Machiko

Bilingual education is one of the educational philosophies that ICU embraces, and indeed our English language program
and Japanese language program have been firmly established as models of language education in Japan. Blessed with such
language and educational environments, ICU’s graduate students are provided with opportunities to acquire knowledge
in language acquisition theories and language education theories as well as opportunities to put knowledge into practice
in those two programs as their training fields. As a specialist in English language education, I have engaged myself in
theory and practice both in the United States and Japan. Witnessing ICU students who come from diverse linguistic
backgrounds, I am constantly awed by the dynamic nature of language. If you join the ICU community as a graduate
student, I guarantee you that every single day of your life at the campus will be filled with exciting linguistic discoveries.
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専修分野
教育学専修

Areas of Concentration

臨 床 心 理 学 専 修＊

Education

教育の根底をなす人間観や世界観、
途上国を含む世界各地の教育制度
や教育問題、世界の学校における教
育課程や教育法をめぐる根本的な
課題を、国際比較の中で取り上げて
構造的に分析し、将来に向けた教育
政策の根本指針を探ります。教育工
学領域では、e-learningをはじめコ
ンピュータ・視聴覚機器の教授学習
過程への活用とその効果および遠隔教育について研究します。教育コミュニケー
ション領域では、対人コミュニケーションやマス・コミュニケーションの特徴と社
会的機能およびその効果について研究します。教育社会学領域では、教育制度・
学校・家族・コミュニティ・社会構造・文化状況の諸特徴と教育の構造・機能・意味
および教育政策について研究します。教育研究における質的・量的研究技法につ
いても学習します。
授与する学位は、
修士
（教育学）
です。

Our fundamental guiding principles on educational policy are a comparative
analysis of perspectives about mankind and the world that provides the foundation
of education, and problems developing and developed countries face regarding
school curricula, education laws and systems. In educational technology, we
explore the use and effectiveness of computers and audiovisual equipment in the
teaching and learning processes such as in e-learning, as well as distance learning.
In educational communication, we investigate the characteristics, social function
and results of interpersonal and mass communication. In educational sociology,
we look into the characteristics of the educational system, school, family, community, social structure, and cultural context, in relation to educational structure,
function, meaning and policy. We also provide instruction in qualitative and quantitative research techniques in educational research methodology. Students graduate with a Master of Arts in Education.

心 理学専修

本専修の教育課程は、臨床心理学の研究者になることと実践家になることの2つ
の目標に向けて編成されています。臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ、臨床心理面接特論Ⅰ・
Ⅱを中核講義とし、専門研究と研究法科目によって手法の習得と研究活動を促
進する一方、臨床心理査定演習Ⅰ・Ⅱ、臨床心理基礎実習、臨床心理実習という
訓練系列があります。その他選択科目は基礎心理学から実践手法までの幅を
持って配置され、
専門領域の幅を広げるとともに研究と実践の間を結ぶ役割を果
たしています。
授与する学位は、
修士
（教育学）
です。

We train researchers and clinical psychologists. The core courses are Special
Study in Clinical Psychology I and II, Special Study in Clinical Psychology Interview I and II. In addition to instruction in specialized research and study methods,
we also provide practical training through courses such as Seminar in Clinical
Psychology Assessment I and II, Basic Practicum in Clinical Psychology, and
Practicum in Clinical Psychology. Electives can be taken from a series of courses
ranging from introductory to methods in clinical practice. The broad choice of
courses allows students to delve deeper into their field of study and link research
with practice. Students graduate with a Master of Arts in Education.
＊臨床心理学専修は、
2014年９月入学以降の募集を行いません。
＊Area of Clinical Psychology stopped accepting applicants from AY2014 September Admission.

言語教育専修

Psychology

Clinical Psychology＊

Language Education

1. リベラルアーツ教育の理念に基づ
いて心理学を幅広い学問分野と
して捉え、研究及び実践に役立つ
人材を教育します。
2. 国際 性・学際 性に富む柔軟で厳
格な実証的研究法（実験法、調査
法、観察法等）に根ざした教育・研
究指導を行います。
3. 科学性と人間性の統合的視点に立脚する高度な研究を推進します。
4. 高度な専門職業人養成という社会的ニーズに対応すべく研究・実践を現場で
遂行できる心理職を養成します。
5. 授与する学位は、
修士
（教育学）
です。

英語教育及び外国語としての日本語
教育の理論と実践に関わる教育とし
て、まずその基礎となる言語学、心
理学、教育学における関連知識を学
びます。さらにそれぞれの目標言語
の言語学的知識を修めたのち、より
具体的な学問領域、すなわち第一言
語習得論、第二言語習得論、外国語
教授法、教材・カリキュラム開発、バ
イリンガル教育、早期外国語教育などの研究に従事します。加えて、実践的学習
の一貫として、英語クラス、日本語クラスの各現場においてそれぞれ実習を行い、
理論と実践の統合を図ります。
授与する学位は、
修士
（教育学）です。

1. Based on the philosophy of liberal arts education, we consider psychology to be
a field covering a wide range of subjects that will nurture students who will
contribute to research and the practice of psychology.
2. Our flexible and rigorous empirical research methods (in experiments, investigations and observations) feature international and interdisciplinary perspectives.
3. We promote advanced research by integrating science and human nature.
4. We nurture professionals who can conduct research and engage in clinical
practice to meet the demands of society.
5. Students graduate with a Master of Arts in Education.

We offer instruction in related areas of linguistics, psychology and education that
provide the foundation for theory and practice in English and Japanese language
education. After further linguistic study in a language of concentration, students
proceed to research in acquiring languages as a first/second language, foreign
language teaching methods, materials and curriculum development, bilingual
education, as well as teaching foreign languages in primary schools. Practical
training will be provided to integrate theory and practice in classrooms where
English and Japanese language classes are taught. Students graduate with a
Master of Arts in Education.

卒業生の声

Voice of Graduate （宮崎 祐さん）→P. 30参照
（Mr. MIYAZAKI, Yu→see page 30）
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アーツ・サイエンス研究科

博士前期課程（MA）

公共 政 策・社会 研 究 専 攻
Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course
Public Policy and Social Research Program

公共政策・社会研究専攻では、
公共政策を含む社会科学の研究分野を深く、
かつ他の領域との関連も視野に入れながら
広く学際的に研究するとともに、
国内および国際機関等において、鋭い分析力と構想力を基礎に、
柔軟な課題解決能力を発揮しうる
指導的な役割を果たす人材を養成します。
The Public Policy and Social Research Program does field research in the social sciences
including public policy. Relations with other fields are through an interdisciplinary approach.
Our objective is to nurture future leaders for domestic and international organizations, with
training in flexible problem-solving based on analytic and planning skills.

専攻主任あいさつ
政 治・国 際
研究 専修

公共政策・社会研究専攻の最大の特徴は、それぞれの専修分野

の研究を行うことができるだけでなく、学際的な視点から社会の
諸問題を学ぶことができることです。多様な分野で研究を行う優

Politics and
International Studies

社会文化分析
専修

平 和 研究
専修

Social and
Cultural Analysis

Peace Studies

Message from the Director

公共 経 済 学
専修

メディアと言語
専修

Public Economics

Media and Language

れた教授陣の指導の下、学生は学際的な研究に取り組むことが

できます。私たちは、学生との出会いと対話を大切にし、学生との
対話を通じてより良い社会とは何かを共に考え、社会の諸問題の
解決に資する人材を育てることを目指しています。

The greatest feature of the Public Policy and Social Research
Program is that students can not only study a specialized field, but
that they can also learn about social problems from an interdisciplinary viewpoint. Students can conduct interdisciplinary research under
the instruction of a superior professorate who are studying in various
specialized fields. We value the encounter and the conversation with
the students and, through that conversation, consider together what
makes a better society. At ICU, we aim to produce talented people
who can contribute to solving the problems of modern society.

公共政策・社会研究専攻 主任

海蔵寺

大成

Prof. KAIZOJI, Taisei

専修体系図

Areas of Concentration

教員の声

公共政策・社会研究専攻

Voice of Faculty

シャーニー上級准教授
Prof. SHANI, Giorgio
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ICUロー タリー 平 和 セン ター の 副 セン ター 長 とし て、そし てISA国 際 関 係 学 会（International Studies
Association）
のアジア太平洋地域の代表として、
ICUの平和研究と政治国際研究をご紹介できることは光栄です。
学位を授与するアジア唯一のロータリー平和センターとして、
日本においてだけでなく国際的にもICUはユニークな
大学と言えます。
ICUは欧米地域外に位置しているというだけでなく、
明確な民主主義と宗教的価値感に基づいた国
際的使命を掲げているため、
日本の主流派を代表しないということが、
他の平和センターとはかなり異なっています。
これらのことによりICUは私が「ポスト西洋」、「ポスト世俗主義」と呼んでいる価値観を基礎として、平和
研究と政治国際研究プログラムを確立する可能性を秘めていると信じています。
これらの価値観は私が大学院レベルで開講している科目に反映されています。
「平和と紛争研究Ⅰ」では、平和研究における主要概念と理論的枠組を紹介しますが、まず平和維持と平和
構築における「消極的」平和と「積極的」平和の区別を紹介してから、人間の安全保障の概念に触れます。
「宗教・紛争・人間の安全保障」の授業では、安全保障への「ポスト世俗主義的」アプローチにはっきり焦点を
あてています。学生がそれぞれ選択した事例研究を発表できる機会を与え、互いから学ぶことによって平和研究
の中心的課題を掘り下げられるようにしています。
It is my great honor, as Associate Director of the Rotary Peace Center at ICU and as President for the Asia-Pacific Region of the
International Studies Association, to introduce you to Peace Studies and Politics and International Studies at ICU. As the only Rotary
Peace Center in Asia giving graduate degrees, ICU is a unique institution not only in Japan but globally. We are quite different from
the other Peace Centers given our location outside of the West and are also not representative of the Japanese mainstream since the
University has explicitly an international mission based on explicitly democratic and religious values. This, I believe, gives ICU an
opportunity to build a Peace Studies and Politics and International Studies program based on what I term ‘post-western’ and ‘post-secular’
values. Certainly, these values are reflected in the courses I offer at Graduate School level. Peace and Conflict I introduces students to
the main concepts and theoretical frameworks in Peace Studies, beginning with a distinction between ‘negative’ and ‘positive’ peace
through to peacekeeping and peacebuilding before briefly touching upon the concept of Human Security. In Religion, Conflict and
Human Security, I focus more explicitly upon ‘post-secular’ approaches to Human Security and give students an opportunity to give
presentations on case studies of their choice so that we can learn from each other and, in so doing, further the central objectives of Peace
Research.

2014/06/19

9:34:00

専修分野

メディアと 言 語 専 修

Areas of Concentration

政 治・国 際 研 究 専 修

Politics and International Studies

専門基礎科目では、行政学・公共政
策、政治学、法学、国際関係学、国際
法・国際機構論の領域における基礎
概念や諸理論を修得します。これら
を踏まえて、
専門科目では公共経営、
地方自治、
比較政治行政、
政治思想、
国際政治・外交、
国際世論研究、
ジェ
ンダーと国際関係といったテーマで
理論研究や事例研究を領域横断的
に掘り下げ、政策研究に結びつけます。授与する学位は、
「修士（行政学）」あるい
は「修士（国際関係学）
」
です。

Political and International Studies deals with public administration and public
policy, politics and law, and international relations. The concentration in political
and international studies is aimed at cohesive education and research in multidisciplinary fields: politics, law, public administration, and international relations.
The concentration provides a unique combination of three distinct approaches,
i.e., normative studies, empirical analyses, and policy studies. A significant
feature is elaboration and deepening of education and research in the perspective
of each field and of the multidisciplinary fields. Students graduate with a Master
of Arts in Public Administration or International Relations.

社 会文化 分析 専修

Students majoring in Social and Cultural Analysis learn to empirically analyze
social and cultural phenomena from sociological and/or anthropological
approaches. They have opportunities to receive training in qualitative and/or
quantitative research methods, and will be able to conduct multidisciplinary
research by working closely with sociologists and/or anthropologists. Areas of
research include sociology of development, political sociology, global sociology,
gender/sexuality studies, social stratification, sociology of science and technology, the anthropology of health, linguistic-semiotic anthropology, the anthropology of violence, the anthropology of consumption, and the anthropology of
development. Students have the option of carrying out a short-term fieldwork
project and applying their findings to an original thesis project. Students graduate with a Master of Arts in Social and Cultural Analysis.

在校生の声

公共政策・社会研究専攻

サイード サナさん
Ms. SAEED, Sana
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社会における様々な領域において、
幅広い知見、学識を持ちつつも、そ
れを実践的に適用できる人材が求
められています。
メディアと言語専修
では、社会言語学、コミュニケーショ
ン、メディア等の専門領域における、
基礎研究能力を身につけると共に、
実践能力をプロジェクト経験等を通
して養うことを趣旨とします。基礎お
よび専門科目で上記の主要領域の科目を配すると共に、他専修領域のコースを積
極的に活用することで学際的かつ実践的な応用能力を高めます。授与する学位
は、
修士
（メディアと言語）
です。

Media and Language is interdisciplinary in nature and offers project-oriented courses
in sociolinguistics, communication, and media. It lays a solid foundation in these
academic disciplines while exploring their application in contemporary society and
its various issues. Students graduate with a Master of Arts in Media and Language.

公共 経 済学専修

Voice of Student

Public Economics
経済学、経営学分野における教育方
針として、まず、ミクロ経済学、マク
ロ経済学、統計分析の基礎理論を学
びます。これらの基礎的な知識を習
得した後、経済学、経営学および会
計学の個別分野に関する学習、研究
の指導を行います。授与する学位は、
修士
（公共経済学）です。

Social and Cultural Analysis

社会・文化の諸現象を社会学または
人類学のアプローチを使って実証的
に研究する方法を指導します。学生
は、
質的または量的研究方法を学び、
それを応用することが期待されます。
また、社会学（開発社会学、政治社会
学 、国 際 社 会 学 、ジェンダー・セク
シュアリティ研究、社会階層論、科学
技術社会学、食品と農業の社会学）
および文化人類学（医療人類学、言語・記号人類学、暴力の人類学、消費の人類
学）などの分野を専門とする教員から研究指導を受けながら、学際的な研究を行
うことができます。修士課程の研究の一環として、実地調査を実施することもで
き、その結果を修士論文に応用することも可能です。授与する学位は、修士（社会
文化分析）です。

Media and Language

After studying basic theories in microeconomics, macroeconomics, and statistical analysis, students proceed to particular fields of concentration in economics, business management and accounting. Students graduate with a Master of Arts in Public Economics.

平和研究専修

Peace Studies

平和研究専修は平和、紛争、安全保
障研究に関する様々な分野のコース
を提供します。平和研究を概観する
基礎科目からより専門的な人権、見
解・規範、紛争解決、平和構築、紛争
と開発や経済問題、従来型またはそ
の他の安全保障問題、人間の安全保
障、国際機構と国際法の役割を取り
あげるコースへと発展します。この専
修を修了することで、既存もしくは潜在的な紛争を分析し、聞き取り調査を行い、
実証的研究プロジェクトを立ち上げ、
関連する学術的、
法的、
外交、
その他の文書を
探し出し解釈し、将来的には政府機関、国際機関、NGOなどで平和と安全保障に
関する課題に取り組む能力を身につけます。
授与する学位は、
修士
（平和研究）
です。

We offer a wide variety of courses relevant to peace, conflict and security. They range
from foundation courses in peace studies, to more specialized courses on human rights,
ideas and norms, conflict resolution, peace-building, development and economic issues
and conflicts, traditional and post-traditional security problems, human security, and
the role of international organizations and international law. Graduates should then be
able to analyze existing and potential conflicts, should be able to conduct interviews,
conduct empirical research projects, find and interpret relevant documents, whether
academic, legal, diplomatic or other, and should be able to work within national
governments, international government or nongovernmental institutions with a focus
on peace and security issues. Students graduate with a Master of Arts in Peace Studies.

ICUで勉強することで、私は今まで挑戦したことのない領域に足を踏み入れました。このことは私にとってよ
い学びの機会になりました。様々な授業を受けることで修論研究のアイデアがまとまり、
ミャンマーの和平交
渉における市民社会の役割について、夏休みにミャンマーで現地調査する自信をつけることができました。
ICUではアジアにおける平和の展望について学んできましたが、ここに来るまで知らなかった北東アジア地
域での平和の役割を洞察することもできました。
加えて、私はICUの大学院スタッフの協力を得て、キャンパスでイベントを開催することができました。それ
は私の知識をICUの学生社会に還元できたと思います。なかでも、学内で２月に女性の権利や家庭内暴力につ
いて喚起する演劇
「Vagina Monologues」を開催できたことが思い出深いです。60人もの出席がありました。
演じ手と観客が女性の権利、家庭内暴力とセクシュアリティについてたくさん対話をしました。
また、ICUのプログラムのもう一つの良いところは、東京の他大学院とのつながりです。私は国連大学の授業
を取ることでこれまで東京で学んできたことにくわえて、さらに多様な視点を得ることができました。
最後に、ワシントンD.C.からやってきた新入生の私が、環境が変わってもすぐにスムーズに勉学に取り組める
よう、支援してくださったロータリー平和センターやICUの大学院のスタッフに心から感謝します。
My experiences at ICU have challenged me to go beyond my comfort zone, which has been a good personal learning experience. I have
been able to take a diverse selection of classes that have shaped my thesis research ideas and given me the confidence to spend a summer
in Myanmar conducting field research on the role of civil society in Myanmar’s peace process. While at ICU I’ve learned about Asian
peace perspectives and gained insight into the role of peace in the Northeast Asian Region, which I wasn’t aware of before coming here.
Additionally, I have been able to organize events on campus with the support of ICU’s Graduate School staff, which has allowed me
to give back my knowledge to the ICU student community. My favorite time of the year was in February, when I was able to organize
the Vagina Monologues on campus, which had sixty people in attendance. The performers and audience had a great dialogue on issues
dealing with women’s rights, domestic violence and sexuality.
Additionally, another great aspect of the ICU program is its connections to other colleges in Tokyo. I was able to take classes at the
United Nations University which added to the variety of perspectives I have been able to engage with here in Tokyo.
Lastly, I am grateful for the support that the ICU Graduate School staff and the Rotary Peace Center. The help they provided for me as a
first year student made my relocation from Washington DC to Tokyo go very smoothly and enabled me to jump straight into my studies.
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アーツ・サイエンス研究科

博士前期課程（MA）

比 較 文化 専 攻

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course
Comparative Culture Program

比較文化専攻では、
広義の文化の諸現象を、
問題指向的な方法に基づき深く比較研究し、
リベラルアーツの精神と
高度の人文学の訓練とを結合した、
未来への先見性と責任感とを備えた
指導的な役割を果たす人材を養成します。
The Comparative Culture Program compares and studies all dimensions
of culture based on problem-oriented methods, to nurture responsible
and perspicacious leaders embodying the spirit of liberal arts.

専攻主任あいさつ

日 本 文化 研 究
専修

超学 域 文化
研究 専修 *

Japanese Culture Studies

Transcultural Studies*

＊
（10ページを参照。
refer to the
next page）

専修体系図

Areas of Concentration

教員の声

比較文化専攻

Voice of Faculty

オラー チャバ准教授
Prof. OLAH, Csaba

Message from the Director

比較文化専攻の特徴は、伝統的な学問の境界を越える「開かれた
構造」にあります。世界へ開かれていると同時に、内なる空間も開
かれています。
「日本文化研究」専修および「超学域文化研究」専
修によって構成され、歴史、哲学・宗教、文学、美術・音楽の四分野
がクロスオーバーするかたちで運営されています。比較文化専攻
は、国際的・学際的アプローチを取り入れて、現代社会の要求に
応え、未来を志向する研究と教育をおこなうプログラムです。
2015年度からは新たなカリキュラムを導入し、従来型の講義や
個人指導とともに、複数の教員による、大学院ならではの創発的
な科目を設置します。ブレイン・ストーミングの環境のなかで、問
いと解明との往還を通じて、独自の発見ができるはずです。一人
一人の夢に開かれている比較文化専攻へ、ようこそ!
The Comparative Culture Program aims to transcend boundaries and traditional lines
of demarcation. It remains open to the world, and within itself. The two areas of
concentration, Japanese Culture Studies and Transcultural Studies, are based upon the
interaction among four major academic fields, i.e. History, Philosophy and Religion,
Literature, Art and Music. Thus, adopting an intercultural and interdisciplinary
approach, our program not only meets the needs of the present day, but also opens to
the future. Accordingly, our curriculum has been revitalized: alongside individual
lectures and academic advising you will discover new activities, specific to graduate
level education, such as joint teaching. We hope and trust that, in this fertile milieu,
unceasing questions and answers will lead you to discoveries of your own. Welcome
to the Comparative Culture Program: a program open to your dreams!

比較文化専攻 主任

クリステワ ツベタナ

Prof. KRISTEVA, Tzvetana I.

私は日本史と中国史を専門とし、中世日本の対外関係史及び明代中国の外交体制について研究しています。
また最近は 17 ～ 18 世紀の日中交流にも関心を持っています。中世の日本が中国とどのように貿易及び外
交関係を築いてそれを運営し、日本使節は中国で実際どのような交渉を行ってきたのか、そしてヨーロッパ
が進出してくる中世末期以降、日本の外交がどのように変化していったのか、といった課題に取り組んでお
り、日本と異国との交流史に対する理解を深めたいと思っています。ICU の大学院では、様々な研究分野の
教員がチームワークで総合的指導を行っています。国内・海外の大学院生が、自分の研究に必要な専門知識
を身に付けながら、他分野との比較を通して視野を広げていくことができます。私はこれが ICU における
大学院教育の最大の特徴とメリットであると考えています。
My field of specialization is Japanese and Chinese history. Presently I am doing research on the history of foreign relations
in Medieval Japan and the diplomatic system of China in the Ming period. Recently, I am also interested in the history of
Sino-Japanese relations in the 17-18th century. In my research, I try to give answer to questions such as how the Medieval
Japanese state developed and organized its diplomatic and economic relationship with China, how Japanese negotiated in
China in the Medieval, or how Japanese diplomacy changed after the arrival of the Europeans in the late Medieval period,
in order to deepen my understanding of the history of Japanese pre-modern diplomacy. In the Graduate School of ICU,
professors with different field of specialization guide students in their studies and research through collective team-work.
In such way, graduate students from in and outside of Japan can acquire necessary knowledge and skills in their field of
specialization, while broaden their knowledge by comparing ideas, concepts and methods from other fields with those of
the own field. I think this is a special characteristic and the greatest advantage of the Graduate School at ICU.
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専修分野

Areas of Concentration

日本 文化研 究 専修

Japanese Culture Studies

学部のリベラルアーツ教育の伝統に従って、専門分野についての知識を深めると
ともに、専門分野を超えるような根底的・基幹的な文化の諸構造に即して比較研

究の方法を学ぶため、まず複数の教員による基礎科目「比較文化研究方法論」

（必修）および各分野に関する基礎科目を履修したうえで、
「日本文化論」
（美術・
音楽、文学、哲学・宗教、歴史）の専修科目、また、比較文化論などの専修共通科目

を履修し、研究テーマに対する多分野的なアプローチを発展させます。さらに、
専門教育科目の授業は、習得した知識を活かし、比較文化研究に習熟することを
目指します。
「専門研究」においては個人的な研究指導を行います。授与する学位
は、
修士
（比較文化）
です。

Following the tradition of liberal arts education, in order to enhance their knowledge both, in the chosen academic field, and in interdisciplinary comparative
analysis of the fundamental structure of culture, all students will take the course
in Methods of Comparative Culture Studies and will choose among a number of
fundamental courses. The participation in the specialization courses on Japanese
culture (art and music, literature, history, philosophy and religion), as well as in
the program-wide specialization courses on Comparative Culture will enable
them to develop an interdisciplinary approach to their research topic, to apply
their knowledge in practice and to acquire research skills. Each student will have
a personal academic advisor. Students graduate with a Master of Arts in Comparative Culture.

超 学 域 文 化 研 究 専 修*

Transcultural Studies*

学部のリベラルアーツ教育の伝統に従って、専門分野についての知識を深めると
ともに、専門分野を超えるような根底的・基幹的な文化の諸構造に即して比較研
究の方法を学ぶため、まず複数の教員による基礎科目「比較文化研究方法論」
（必修）および各分野に関する基礎科目を履修したうえで、
「 超学域文化論」
（美
術・音楽、文学、哲学・宗教、歴史）の専修科目、また、比較文化論などの専修共通
科目を履修し、研究テーマに対する多分野的なアプローチを発展させます。さら
に、専門教育科目の授業は、習得した知識を活かし、比較文化研究に習熟するこ
とを目指します。
「専門研究」においては個人的な研究指導を行います。授与する
学位は、
修士
（比較文化）
です。

Following the tradition of liberal arts education, to enhance their knowledge
both, in the chosen academic field, and in interdisciplinary comparative analysis
of the fundamental structure of culture, all students will take the course in Methods of Comparative Culture Studies and will choose among a number of fundamental courses. The participation in the specialization courses on Transcultural
Studies (art and music, literature, history, philosophy and religion), as well as in
the program-wide specialization courses on Comparative Culture will enable
them to develop an interdisciplinary approach to their research topic, to apply
their knowledge in practice and to acquire research skills. Each student will have
a personal academic advisor. Students graduate with a Master of Arts in Comparative Culture.
2015年4月から名称変更の予定です。
*The name of the area of concentration is expected to be changed from April, 2015.
＊

比較文化研究会

ICU Society for the Study of Comparative Culture

比較文化専攻には、学生・修了生・教職員を主たる構成員とする「比較文化研究会」が設けられています。比較文化研究会では、論文等の研究成果を学術誌『ICU比較
文化』として発行するほか、比較文化を主題とする博士論文の内ですぐれた業績と認められながらも出版の機会に恵まれない著作を「ICU比較文化叢書」
として独自に
刊行するなど、会員の研究活動を支援するさまざまな活動を行っています。会員同士の交流や、相互啓発による研究の活発化のためにも、入学の際には研究会への参
加も推奨しています。

Faculties, graduates and students in the Master’s and Doctoral Course are encouraged to join the ICU Society for the Study of Comparative Culture. The society
supports members’ research activities and issues ICU Comparative Culture to publish members’ research theses. Also, the ICU Comparative Culture Series
provides the opportunity to publish superb doctorate theses.

在校生の声

比較文化専攻

Voice of Student

ウイハーズィ ジョーフィアさん
Ms. UJHAZY, Zsofia

ハンガリー、ブダペストの大学で日本文化学科を卒業し、2011 年から研究生、そして 2013 年から大学院
生として ICU で学んでいます。専修は日本文化研究であり、江戸時代の服飾文化を特に尾形光琳の影響と
光琳模様を中心に研究しています。学部生の時から日本の伝統美術・芸術に関心を持ち、いつか日本に留学
し、知識を深めたいという希望を心に抱いていました。その希望は ICU のおかげで叶い、大学院に進学し
たことにより、新しい世界だけではなく、自分の可能性も広がったと感じています。
ICU は日本の他の大学と異なり、キャンパスの国際的な環境は特に日本の生活と文化に慣れていない留学生
に優しく、世界各国から集まっている先生方と学生との文化交流はお互いをより理解するためにも大切な経
験だと思っています。
After completing my undergraduate degree in Japanese Studies in Budapest, Hungary, I’ve been studying at ICU from
2011 as a non-degree-seeking student and from 2013 as a graduate student. My area of concentration is Japanese
Culture Studies and I’m researching the textile art of Edo period (17-19th century), focusing especially on the influence
of Ogata Kōrin and Kōrin design. Since my undergraduate years in Hungary I’ve been interested in traditional Japanese
art. Therefore it was my dream to study abroad and deepen my knowledge in Japan. By coming to ICU my wish came
true and by entering the Graduate School I feel that a new world with new personal possibilities has opened for me.
I think ICU is different from other universities in Japan. The campus provides for us an international environment
which is helpful and supportive, especially for those exchange students who are not used to life abroad and the cultural
customs of Japan. Moreover, everyday cultural exchange with professors and students from all over the world is an
important experience in order to understand each other better.
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アーツ・サイエンス研究科

博士前期課程（MA）

理学専攻

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course
Natural Sciences Program

理学専攻では、
理学の学問的諸分野および関連分野の
専門的訓練と研究を行うと共に、
科学全体の文脈の中で専門分野を理解し、
更には社会的文脈の中で
科学そのものを位置づけることのできる
指導的な役割を果たす人材を養成します。
In the Natural Sciences Program, we provide specialized training
in various scientific fields, enabling students to understand their
fields within the framework of science as a whole. Our goal is to
nurture leaders who can help society by means of science.

専攻主任あいさつ
数 学・
情報科学
専修
Mathematics and
Computer Science

物質科学
専修

生命科学
専修

Material Science

Life Science

専修体系図

Areas of Concentration

教員の声

理学専攻

尾崎 敬二教授

Prof. OSAKI, Keiji

Voice of Faculty

Message from the Director

理学専攻では、寝食を忘れて研究に没頭することができるのは当
然ですが、ICU大学院の一研究科という特色を活かした他専攻
の学生と共に履修する科目や、理学研究を批判的に考察する科
目を履修します。最先端の科学研究を強力に推進する力とともに
柔軟な思考と広い視野をもった研究者はもちろん、科学教育や
科学コミュニケーションなど多彩な分野で活躍する修了者を送り
出しています。教員の密接で的確な指導のもと少人数で互いに切
磋琢磨し、あなたの持つ力を最大限に伸ばしてみませんか？
In the Natural Sciences Program, you may not only devote all your
time in researching but also may take courses with students from other
programs, as one of the characteristics of ICU Graduate School, and
take courses that critically review the way of thinking in scientific
research. Those who have graduated are working as broad-minded
researchers, flexible in thinking, with strong motivation to promote a
cutting-edge scientific research; others are active in scientific
education, science communication, and various other fields. At the
environment where students are small in number and faculty members
are always available for giving you precise advice, why don’t you
improve yourself to optimize your strength through friendly rivalry?

理学専攻 主任

久保 謙哉

Prof. KUBO, Kenya

ICT（情報通信技術）なしには、私たちは豊かな生活を送ることができないことは、言うまでもありません。
情報科学専修の大学院学生は、計算機・情報科学のさまざまな分野に関係する多様な問題の最適解を追求し
ています。数多くのソフトウェア技術の中から大学院学生が用いる共通の手法のひとつが、膨大な量の画像、
音声信号、テキストデータから情報を抽出することです。もう少し具体的には、画像処理、ノイズ検出と除
去、機械学習そして効率的な並列処理などが含まれます。ICUの大学院学生が享受することができる大きな
強みのひとつは、個人的な指導で、それによって研究活動における学生の可能性が引き出されることです。
「ソフトウェアプログラムの最も大切な特質は、そのユーザの意図をきちんと成し遂げているかどうかであ
る。―アントニー ホーア」
It is needless to say that we cannot live fruitful lives without ICT (Information and Communication Technology).
Graduate students in Computer Science pursue optimal solutions of diverse problems related to various areas of
computer and information science. One of the common methods that the graduate students use among lots of software
techniques is to extract information from huge amounts of image, audio signal or text data. It includes specific fields
such as image processing, noise detection and removal, machine learning and effective parallel processing and so forth.
One of great advantages that the graduate students at ICU can enjoy is an individual guidance which enables them to
bring out their potential in research activities.
“The most important property of a program is whether it accomplishes the intention of its user.” ― C.A.R. Hoare
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専修分野

Areas of Concentration

数学・情 報科 学 専修

Mathematics and Computer Science

数学および情報科学においては、問題を抽出し、理論を適用し、計算機科学を応
用することにより、実際の問題を解決するプロセスを意識しながら、それぞれの
専門分野を学びます。さらに、その内容を、専門分野外の人にも、日英両語で伝え
ることのできるコミュニケーション能力も養います。学部専門教育の上にたち、さ
らにそれぞれの分野の基本理論と手法を身につけるとともに、
最新の研究にふれ、
自らその問題に取り組む経験を通して、研究者のみならず、問題解決能力をもっ
て社会のあらゆる分野で活躍しうる人材を育成することを目的とします。授与す
る学位は、
修士
（理学）
です。

We will present problems, apply theory, and apply computer science in the
problem-solving process of study in specialized fields. We also provide instruction in how to describe research in both English and Japanese. To further build
upon the basic theory and methods acquired at the undergraduate level, students
carry out cutting-edge research that will turn them into professionals who can
work to make a difference in all spheres of society. Students graduate with a
Master of Arts in Natural Sciences.

物質科 学専修

Material Science

物質の関わる科学は、主として、実験と理論に分類されますが、さらに計算機によ
る第一原理的計算が重要な分野となっています。実験においては、基礎的な実験
スキル、さらに、実験結果から物質の理解に到る論理的展開、理論においては物
質科学の基本法則と現象のモデル化を基礎とする事実の説明と予言を行います。
実験科学、理論科学、計算機科学の連携と統合を目指します。授与する学位は、
修士
（理学）
です。

Science related to materials can be classified into experimental and theoretical
areas, but ab initio calculation by means of computers has also become an important area. In the experimental field, we provide instruction in basic experimental
skills and theoretical development from the results of experiments. In the
theoretical field, we explore the basics in material science as well as the explanation of facts based on models of phenomena and prognosis. We aim to integrate
experimental science, theory and computer science. Students graduate with a
Master of Arts in Natural Sciences.

生命 科 学専修

Life Science

本専修では、植物学、動物学および微生物学の３つの分野の研究がなされていま
すが、これらの専門的なテーマに加え、科学的なものの考え方、基本的な研究の
進め方についての指導を行います。
授与する学位は、
修士
（理学）
です。

This concentration is comprised of research in three fields: botany, zoology and
microbiology. We also provide instruction in scientific thinking, as well as in the
basics of research. Students graduate with a Master of Arts in Natural Sciences.

出願に際してのご注意

Attention for Applicants:

理学専攻に入学を希望する場合には、入学後の研究・実験環境を確認する
ため、本学オープンキャンパスなどの機会を利用して本学の施設・設備の見
学や、研究内容について事前に関係教員にお問い合わせいただくことをお
奨めしています。

If you wish to enter Natural Sciences Program, before application, it is
strongly recommended that you communicate with our faculty members
and check whether our facilities and laboratories meet your research needs
or not. You can visit ICU on an open campus day or by appointment, or
contact ICU Graduate School by email.

在校生の声

理学専攻

小嶋 優太朗さん

Mr. KOJIMA, Yutaro

Voice of Student

私はICUの学部を卒業し、大学院に入学しました。大学では情報科学を専攻し、大学院では機械翻訳の研究
をしています。大学院では学部よりも専門性はあがるものの、その基本理念である「リベラルアーツ」は変
わりません。NS Forumと呼ばれる他の大学や企業から呼んだゲストスピーカーによる学内の講演では、情
報、物理、化学や生物ではどのような研究が進んでいるのか、それらの先端の技術にはどのようなものがあ
るのか、など、自分の学識を広げることができます。また、大学院の共通科目を通じてさまざまな分野の人
たちとの交流を持ち、普段自分には関連のないPeace StudiesやEducationなどの分野ではどのような研究
をしているのかなども聞くことができます。
今では多くの分野でコンピューターや、その技術が使われているため、情報科学では分野を問わない広い知
識が必要です。私はICUで教養を深め、どの分野でも活躍できるシステムエンジニアを目指しています。
After graduating from ICU with a bachelor’s degree, I enrolled in the graduate school. As an undergrad I majored in
Computer Science, and now I’m conducting research on Machine Translation. Although the studies at the graduate school are
more focused on a specific area of the field, its philosophy of “Liberal Arts” still exists. In NS Forum guest speakers from the
other universities or companies give us lectures allowing us to learn about recent research in the various scientific fields.
Also, while taking interdisciplinary courses, we can get to know other students from non-scientific fields, finding out
how research is like in other fields such as Peace Studies and Education.
With computer technology currently being used in a wide range of disciplines, we are expected to possess extensive
knowledge from a variety of academic fields. That is why I have chosen to study at ICU so I can reach my goal of
becoming a systems engineer who can play an active part in any profession involving computer technology.
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アーツ・サイエンス研究科

博士 後 期 課 程
Doctoral Course

(Ph.D.)

博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を

行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するために必要な高度
の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養います。

In the Doctoral course, students will be trained to conduct research
independently as well as acquiring the capacity to assume highly professional positions.

課程修了の要件

Requirements for Degrees

学生は指導教授の定める方針に従い、
「 特別専門研究」
（ ３科目６単位）を
履修し、指導教授（及び同教授の指導により他の教授）の指導を受け、研究
を行います。毎年度末に、年次研究報告を提出します。研究科において定め
る博士候補資格試験に合格し、博士候補資格認定を受けます。博士候補資
格取得後、少なくとも３学期間所定の研究指導を受けます。学生は学位論
文を提出し、学識の認定のための試験を受けます。論文は審査委員会によ
り審査され合否が決定されます。標準修業年限は３年です。

学位取得までの流れ
年次

学期

Year

１学期
１年次

1st year

Research advisors will instruct doctoral candidates through the Advanced
Research course (three courses, 6 units). At the end of each academic year,
students must submit an annual study report. In order to acquire doctoral
candidacy status, students must pass the Doctoral Candidacy Examination.
Those qualifying for this status receive research guidance for at least three
terms before they submit their dissertation and take the final examination.
The dissertation is evaluated by a Committee. The standard residence in this
program is three years.

Procedure of Conferring Doctoral Degree
手続き等

Term

Procedure

入学式・オリエンテーション（履修説明会）
1st term Matriculation ceremony, Orientation (Academic guidance)
【入学時研究計画書】提出 Submission of [Initial Study Plan]

２学期 2nd term

【博士候補資格試験予備申請書】提出
Submission of [Pre-application for Doctoral Candidacy Examination]

３学期

【年次研究報告書】提出（毎年度）
Submission of [Annual Study Report] (Every academic year)

3rd term

【博士候補資格試験】申請・受験 ４科目、合計３回まで受験可能→博士候補資格認定
Application for [Doctoral Candidacy Examination] Exams of 4 areas up to 3 times→Approval of Doctoral Candidacy
【博士学位論文計画書】提出
Submission of [Study Plan for a Doctoral Dissertation]
２年次１学期以降
After 2nd year, 1st term

【博士論文の草稿（内容として完成されたもの）
】提出
Submission of [A Draft of a Doctoral Dissertation (complete in terms of content)]
【博士学位請求論文・要旨】提出（博士候補資格認定から５年以内）
Submission of a [Doctoral Dissertation & Summary] (Within 5 years after approval of the doctoral candidacy)
最終試験→合否決定
Final examination→Approval of final examination results
卒業式で学位授与
Conferral of Ph.D. at the Commencement

分野別研究指導要目
教 育学 系・理学 系
教育哲学研究
比較・開発教育学研究
教育工学
教育コミュニケーション
教育社会学

心 理学 系

Education·Natural Sciences

Problems in Philosophy of Education
Studies in Comparative and Development Education
Educational Technology
Educational Communication
Sociology of Education

Psychology

認知・発達研究
社会・コミュニティ研究
臨床研究

言 語 教 育系
言語学研究
英語学研究
英語教育研究

Studies in Cognitive and Developmental Psychology
Studies in Social and Community Psychology
Studies in Clinical Psychology

Language Education
Studies in Linguistics
Studies in English Language
Studies in English Teaching

法学・政治学・国際関係論系
政治過程論
政治理論
政治思想史
国際関係論
国際法
政治外交史
行政学
公法学
労使関係論

Specific Areas for Research Guidance

Law · Politics · International Relations

Political Process
Political Theory
History of Political Thought
International Relations
International Law
Political and Diplomatic History
Public Administration
Public Law
Industrial Relations

社 会 学・メディア論系
政治文化論

経 済・経営系
理論（計量）経済学
経済政策論
貨幣金融論
国際経済論
流通経済論
企業意思決定論
企業財務会計論

比 較 文化 系

Sociology·Media

Politics and Culture

Economics·Business Administration
Economic Theory (econometrics)
Economic Policy
Money and Banking
International Economy
Distribution Economy
Business Decision - making
Corporate Finance and Accounting

Comparative Culture

キリスト教と文化
（西洋）
キリスト教と文化
（東洋）
アジア文化論
（日本文化論）
アジア文化論（アジア文化交流史）
ヨーロッパ文化論
（古代）
ヨーロッパ文化論
（中世・近代）
アメリカ文化論
文化の交流と変容

Christianity and Culture (West)
Christianity and Culture (East)
Asian Culture (Aspects of Japanese Culture)
Asian Culture (Cultural Interchange in Asia)
European Culture (Ancient)
European Culture (Medieval and Modern)
American Culture
Cultural Interchange and Acculturation
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過去の博士論文タイトル
年度
AY

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Recent Titles of Doctoral Dissertations

論文題目
Title

主査
Research Advisor

Koban and the Institutionalization of Community Policing in São Paulo

NISHIO, Takashi

Gain and Loss Effects Caused by Majority - Minority Position Change within a Group

ISOZAKI, Mikitoshi

交番制度とサンパウロ州における地域警察の制度化過程

集団内における多数派ー少数派の立場変化にともなう獲得および損失
ヨンジェの物語：韓国出身の学齢期にある一時滞在者の子どもとその背景となる東京都新宿区における教育のバイリンガリズムに関する社会言語学的考察

The Story of Young Jae:A Sociolinguistic Study of a Korean School Age Sojourner and Bilingualism in Education in Shinjuku, Tokyo

アリストテレス政治哲学の重層性

The Multi-layered Nature of Aristotelian Political Philosophy

宮沢賢治のコスモスと翻訳における問題

Miyazawa Kenji's Cosmos and the Problem of Translation

地域街路景観の知覚された環境特性と犯罪への認識の関係性における認知構造の検討

An Examination of the Cognitive Structure of the Relationship between Perceived Environmental Characteristics and the Perception of Crime in Neighborhood Streetscapes

自我理想概念の機能的再構成

ー ハイ・パフォーマーの事例から ー

Functional Reconstruction of "Ego-ideal" Concept - From a Case Study of a High-Performer-

マルチメディア学習環境におけるアニメーション教育エージェントの仮想的学習者としての有能性の提示が学習遂行者の知覚された自己効力感に及ぼす影響

The Effect of the Perceived Self-Efficacy of Human Learners of Incorporating the Visual Presence of Animated Pedagogical Agents (APAs) as Virtual
Learners of High and Low Competency in Multimedia Learning Environments

磯崎 三喜年

マーハ ジョン

MAHER, John C.

千葉 眞

CHIBA, Shin

クリステワ ツベタナ
KRISTEVA, Tzvetana

ラッカム デービット
RACKHAM, David W.

小谷 英文

KOTANI, Hidefumi

ラッカム デービット
RACKHAM, David W.

日本のろう者が使用するコンタクトサイン：多モードピジンかジェスチャーか？

クェイ スザンヌ

ラディカル、リスキーそれともランダム？ 購買行動とオンラインギャンブリング：気分変化と思考・行為の転換のリンクに関するフィールド実験

磯崎 三喜年

Contact Signing by the Deaf in Japan: Multimodal Pidgin or Gestures?

Going Radical , Risky or Random? The Link between Mood-Swings and Thought-Action Turnabouts: Field -Experiments in Retail Shopping and Online Gambling

青年期退行性困難患者における自己破壊性脱却機序

Break-through Mechanism of Self- Destructiveness in Adolescent Regressive Difficult Patients

ネパールの政治の不安定及び議院内閣制の崩壊における制度的および非制度的要因の役割の検証：ネパールの安定した議院内閣制への道を求めて

Examining the Role of Institutional and Non-Institutional Factors in the Political Instability and the Breakdown of the Parliamentary System in Nepal: Nepal's Journey towards a Stable Parliamentary System

日本語母語話者とタイ語を母語とする日本語学習者の文章に見る並列の接続詞の使用実態の調査・分析

The Usages of Additive Conjunctions by Japanese Native Speakers and Thai Native Speaker Learners of Japanese

資金調達活動と株価との関連性に関する研究

A Consideration of Relationship between Financing and Stock Prices

点呼投票を超えて：フィリピン代議院における執行府・議会関係と立法

Beyond Roll Call: Executive Legislative Relations and Lawmaking in the Philippine House of Representatives

遠隔学習者向けのモバイルラーニングを用いた教育モデルの開発と実証

Developing and Validating a Mobile Learning Pedagogical Model for Distance Learners

岡倉覚三と近代のジャガノート

Okakura Kakuzō and the Juggernaut of Modernity

発話の実時間的産出から見た非流暢性の記述的研究

Descriptive Research on Disfluent Phenomena in Spontaneous Japanese: A Corpus-Based Approach

2013

留学環境における日本人の英語学習者ー成果、言語接触、習熟進度ー

2013

高等教育における多国間eラーニングのためのプロセス・モデルの設計と実行に関する研究ーアセアン・サイバー大学設立プロジェクトの事例研究ー

2013

ヨネ・ノグチという文化現象：名声の軌跡

2013

西尾 隆

Japanese Learners of English in a Study Abroad Context: Outcomes, Language Contact, and Proficiency Gain

Design and Implementation of a Process Model for Multinational E-learning in Higher Education: A Case Study of the ASEAN Cyber University Establishment Project
Yone Noguchi as a Cultural Event: The Trajectory of His Fame

「貫戦」期日本におけるモダニズム建築の言説・表象・実践―近代性による「日本的なもの」の構築―
Building a Modern Identity: Architectural Debates in “Trans-war” Japan

2013

終末信仰を内在する社会正義神学―米国統治下に於ける沖縄のプロテスタント基督者（1945-1972年）

2013

日本の笑いの文化―道化を中心に―

2013

米国大学における寄付活動の形成と継承―世代間モデルの構築と実証―

2013

アモルファスセレンと窒素添加ダイヤモンド冷陰極を用いた高感度光検出器の開発

2013

荷風文学のヴィジュアリティ―「知」が切り拓く美の表現―

2013

オンライン協働におけるワークトエグザンプルのストレス、認知負荷、パフォーマンスへの影響

2013

大量破壊兵器技術のデュアル・ユース性における軍備管理レジームの現代的意味

The Protestant Theologies of Social Justice with an Eschatological Perspective: Christians in Okinawa during the U.S. Administration (1945-1972)
Laughter in Japanese Culture: The Notion of Dōke

Formation and Succession of American University Fundraising: A Trans-Generational Model

Development of High-sensitivity Photodetector Using Amorphous Selenium Photoconductor and Nitrogen-doped Diamond Cold Cathode
Visuality in the Literature of Nagai Kafu

Effects of Worked Examples on Stress, Cognitive Loads, and Performance in Online Collaboration

Contemporary Meanings of Arms Control Regime with Respect to the Dual-Use Nature of Weapons of Mass Destruction

在校生の声

QUAY, Suzanne

ISOZAKI, Mikitoshi

小谷 英文

KOTANI, Hidefumi

稲 正樹

INA, Masaki

根津 真知子

NETSU, Machiko

宮崎 修行

MIYAZAKI, Nobuyuki

大森 佐和

OMORI, Sawa

鄭 仁星

Jung, Insung

スティール ウィリアム
STEELE, M.W.

日比谷 潤子

HIBIYA, Junko

富山

真知子

TOMIYAMA, Machiko

鄭 仁星

JUNG, Insung

大西

直樹

ONISHI, Naoki

スティール M. ウィリアム
STEELE, M. William

森本

あんり

MORIMOTO, Anri

クリステワ ツベタナ
KRISTEVA, Tzvetana I.

宮崎 修行

MIYAZAKI, Nobuyuki

岡野 健

OKANO, Ken

ウィルソン リチャード
WILSON, Richard L.

鄭 仁星

JUNG, Insung

千葉 眞

CHIBA, Shin

Voice of Student
Oh, hello there. You’ll have to excuse me. I’m in a bit of a rush. As a PhD student my days are filled with reading,
research, writing, observation and most importantly, research in the field. There are never a shortage of theories I have
to research, interviews I need to transcribe or conferences I need to prepare for. Of course I wouldn't have it any other
way. Although the process of getting a PhD is daunting, sometimes confusing, and always challenging I appreciate the
chance to push myself farther than ever before while studying topics that fascinate me.
I first came to ICU for my master’s degree after spending a few years teaching Japanese at a high school in California.
Although there were several areas I was interested in I chose to focus on comedy in Japan. Humor as an art and as an
industry is both a cultural phenomenon and an index of societal attitudes. Since first coming to Japan as an exchange
student over ten years ago I had always been fascinated by the clever word play and back and forth nature of Japanese
manzai comedy. After researching the topic more, I decided to look at how gender played a part in the experiences of
female manzai comedians, onstage and off. Using Asakusa as my base of research I was able to interview and observe
several female comedians. Over time I was able to gain access to areas of the industry the few foreigners see, giving me
a deeper perspective on the issue of gender in this male dominated industry. Not strictly limited to observation, I was
even able to perform manzai at ICU during live shows and in Asakusa at the Tōyōkan.

博士後期課程

ショーン ディヘヴンさん

Mr. De HAVEN, Shawn

Now, as a PhD student, I am continuing my research on the comedy industry, focusing on those in the grassroots level
of this market. I spend my time visiting schools for aspiring comedians, going to comedy shows both professional and
amateur, and documenting how the industry develops talent. Following specific individuals with interviews and observation this study will try to put a face on those in the lower levels of the industry, exploring the motivation, methods,
and sacrifice required to pursue this dream. I hope to add to the dialogue regarding the conflict between creativity and
the commodity culture while illuminating an area of contemporary Japanese society that has not been shared with wider
English language audiences.
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アーツ・サイエンス研究科

教員紹介

博士前期課程（MA）

Faculty Profiles

※ D の教員は博士後期課程（Ph.D.）も担当。
Professors with D are also in charge of Doctoral Course.
※ 教授＝Professor
上級准教授＝Senior Associate Professor
准教授＝Associate Professor
特任教授＝Tokunin-Kyoju（Professor by Contractual Appointment）
特任准教授＝Tokunin-Junkyoju（Associate Professor by Contractual Appointment）
特任講師＝Tokunin-Koshi（Instructor by Contractual Appointment）

※ 担当専修＝Area of Concentration
研究分野=Research Area
研究テーマ＝Research Theme
著書・論文＝Books, Articles
※ Eメールアドレスが掲載されていない教員は、大学院事務グループを通じて
連絡をとること（gsg@icu.ac.jp）。
If Email is not listed, contact via Graduate School Group
(gsg@icu.ac.jp)

佐々木 輝美

教授

SASAKI, Teruyoshi

sasaki@icu.ac.jp

D

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：教育コミュニケーション
Educational Communication
■研究テーマ：教育とマスコミュニケーション、メディ
アが青少年に与える影響、教師と学習者のコミュニ
ケーション、教育イノベーションの普及過程
Education and mass communication, Influence of media on
the youth, Teacher-student communication, Diffusion
process of educational innovation.
■著書・論文：
『メディアと暴力』（勁草書房）1996

心理・教育学専攻

Education and Psychology Program
鄭 仁星

教授

JUNG, Insung

isjung@icu.ac.jp

D

ル。遠隔教育とeラーニング。Web 2.0のテクノロジーと学
習。テクノロジー利用における文化とジェンダーの問題。教
育における相互作用とヴァーチャルコミュニケーション。教
育工学におけるリサーチデザイン。

learner's perspective. <Educational Technology Research &
Development 59 (2011) 445 - 464.>; Quality assurance in distance
education and e-Learning (Sage); Distance and blended learning in
Asia (Routlege); Culture and Online learning (Stylus).

machida@icu.ac.jp

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：教育学、比較教育
Education, Comparative Education
■研究テーマ：教育課程・教授法、キリスト教学校教育、
教師教育
Curriculum & Instruction, Education in Christian Schools,
Teacher Education
■著書・論文：1）「今日の教員養成・免許制度改革「案」
に対する問題提起～ICUにおける教員養成カリキュラ
ム開発の事例から～」
『国際基督教大学学報 I-A 教
育 研 究』
、 第54巻、 国 際 基 督 教 大 学 教 育 研 究 所、
2012.3.31、1-11頁 2）「高度専門職としての教員
養成のあり方を問う～開放制教員養成の危機として
～」
『教師教育研究』第26号、全国私立大学教職課程
研究連絡協議会、2012.3.31、7-14頁

sasao@icu.ac.jp

D

Action and policy research on individual and collective well-being in
diverse and multicultural contexts (e.g., school, family, and community).
Issues in designing and evaluating social and community-based preventive
interventions. Addressing social justice and peace issues in social and
community psychology. Innovative research methods. Minority and
cross-cultural issues in education and psychology. Linking sense of
community and social capital to well-being among adolescents in Japan,
Korea, Poland, and Iran.

■著書・論文：The dimensions of e-learning quality: From the

MACHIDA, Kenichi

SASAO, Toshiaki

ティ）におけるウェルビーイング（well-being）促進に向けた社会・コミュ
ニティ予防介入・政策研究。介入プログラムの構築とその評価方法。コミュ
ニティ心理学および社会心理学からみる平和と正義の課題。マイノリティ
コミュニティ研究。 コミュニティ感覚、ソーシャルキャピタル、とウェ
ルビーイングの国際共同研究（韓国、ポーランド、アメリカ、イラン）
。

Instructional design for online collaborative learning; Mobile
learning; Quality Assurance for e-learning; Collaborative writing
and Wikis; Online learner competencies; Culture and online
learning; Open Educational Resources (OER). For details, visit my
website - http://epiaget.com

教授

教授

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：教育学、社会・コミュニティ心理学、平和研究
Education, Social and Community Psychology,
Peace Studies
■研究テーマ：国内外の多文化コンテクスト（学校、家庭、やコミュニ

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：教育工学 Educational Technology
■研究テーマ：インストラクショナルデザインの理論とモデ

町田 健一

笹尾 敏明

D

ランガガー マーク

上級准教授

LANGAGER, Mark W. langager@icu.ac.jp

D

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：国際比較教育学 International and Comparative Education
■研究テーマ：持続可能な開発のための教育、バイリテラシー
習得や歴史の教育課程における愛国論を研究しています。現
在は水資源の豊富な国とイスラエル、パレスチナ、インドを
含む乾燥地帯でのウォーター・リテラシー学習、在米東アジ
ア人の補習授業校におけるバイリテラシー学習目標、それに
日本の学校教育における学生の自治文化。
I study such topics as education for sustainable development;
student self-governance culture in Japanese schooling; biliteracy
acquisition in East Asian supplementary schools in the US; and
nationalist narratives in history curriculums. Currently I am
conducting research on water literacy learning in arid and
water-rich countries, including Israel, Palestine and India.

■著書・論文：Toward a Rationale for Negotiating a Deeper Green ESD

Agenda: Brokering collaboration between developing and overdeveloped
worlds. In Journal of Asia Pacific Studies (2011), volume 2, No. 2, pp.262-289.
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西村 幹子

上級准教授

NISHIMURA, Mikiko nmikiko@icu.ac.jp

D

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：教育社会学、国際教育開発論
Sociology of Education, International
Educational Development
■研究テーマ：教育政策、改革、教育財政制度における
公正性、アフリカにおける教育政策の効果、学校選択
と私的教育費用、教育分野における国際協力、国際教
育開発とジェンダー

OKAWA, Hiroshi

okawah@icu.ac.jp

D

西村 馨

上級准教授

NISHIMURA, Kaoru

knishimura@icu.ac.jp

D

Empirical studies of therapeutic process in psychotherapy;
community- and institution-based group therapy for children
and adolescents; the relationship between personal growth
and group dynamics

■著書・論文：吉岡良昌・大川洋『いのちを育む教育学』
春風社、2008年. 「エラスムスの『子どもの教育につ
いて』出版の社会的背景とその意義」、『東京理科大学
紀要（教養篇）』第45号、2013年3月、81-97頁.

DAWSON, Walter P.

D

■担当専修：臨床心理学 Clinical Psychology
■研究分野：臨床心理学：力動的心理療法、集団精神療法
Clinical Psychology
■研究テーマ：心理療法の治療過程に関する実証的研究、
地域ベース・機関ベースでの児童思春期集団療法、個
の成長と集団力動との関わり

The educational thought of Erasmus, Education during the
age of the Renaissance, Moral education in Japan, Education
in Christian schools, Relationship between education and
self-affirmative feeling

准教授

morishima@icu.ac.jp

Text comprehension processes in L1 and L2

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：教育哲学 Philosophy of Education
■研究テーマ：エラスムスの教育思想およびルネサンス
期の教育、日本の道徳教育、キリスト教学校教育、自
己肯定感と教育との関連性

ドーソン ウォルター

MORISHIMA, Yasunori

■著書・論文：
「談話理解に関する認知モデリング」都筑・
楠見編著『高次認知のコネクショニストモデル；ニュー
トラルネットワークと記号的コネクショニズム』（共
立出版）2005
“Allocation of limited cognitive resources during text
comprehension in a second language.” Discourse Processes,
50(8), 577-597, 2013

■著書・論文：菅野琴・西村幹子・長岡智寿子編（2012）
『ジェンダーと国際教育開発―課題と挑戦』福村出版
（243頁）

上級准教授

教授

■担当専修：心理学 Psychology
■研究分野：認知心理学・認知科学・言語心理学
Cognitive Psychology/Cognitive Science/
Psychology of Language
■研究テーマ：第一言語、第二言語における文章理解過
程

Equity in Education Policies, Reforms, and Financial
Systems, Impact of Education Policies in Sub-Saharan
Africa, School Choice and Private Cost of Education,
International Cooperation in Education, and Gender in
International Educational Development

大川 洋

森島 泰則

■著書・論文：中学校通教指導学級がもつグループの力
心理臨床学研究30, 4, 467-477, 2012 Making use
of group power in the resource room. 多元コード
理論から見た心理療法グループの情緒的コミュニケー
ション心理臨床学研究31, 1, 60-71, 2013 AGPA集
団精神療法実践ガイドライン（共訳）創元社2014

dawson@icu.ac.jp

橋本 和典

准教授

HASHIMOTO, Kazunori

■担当専修：臨床心理学 Clinical Psychology
■研究分野：臨床心理学 Clinical Psychology
■研究テーマ：精神分析的心理療法・集団精神療法の理
論と技法、青年期困難患者の治療機序、青年期の創造
性開拓技法原理、精神分析的組織開発心理学、大震災
PTSDの治療と予防

■担当専修：教育学 Education
■研究分野：国際比較教育学, 教育と開発
Comparative and International Education,
Education and Development
■研究テーマ：アジアの先進国（日本・韓国）を援助国と開発
モデルとして扱い、途上国（カンボジア・ベトナム・ラオス・タ
イ）を被援助国とし、政策研究や草の根NGOや民主化（シチ
ズンシップ教育）を研究テーマとする。

Theory and Technique of Psychoanalytic Psychotherapy /
Group Psychotherapy, Therapeutic Mechanism for
Adolescent Difficult Patients, Principles of techniue for
developing Adolescent Creativity, Treatment and Prevention
of Disaster PTSD

My research explores education in both developed countries (Japan,
South Korea), as donor countries and development models, and
developing countries (Cambodia, Vietnam, Laos, Thailand), as
recipients of ODA, in Asia with a focus on policy studies,
grassroots NGOs, and democratization (civic education).

■著書・論文：橋本和典（2012）. 青年期退行性困難患
者における自己破壊性脱却機序 国際基督教大学大学
院教育学研究科博士課程学位論文

■著書・論文：Private tutoring and mass schooling in East Asia:

Reflections of inequality in Japan, South Korea and Combodia. In
Asia Pacific Education Review (2010) 11, 1.

磯崎 三喜年

教授

ISOZAKI, Mikitoshi		

■担当専修：心理学 Psychology
■研究分野：社会心理学、教育社会心理学
Social Psychology, Educational Social Psychology
■研究テーマ：自己と対人行動（自己評価の維持と関係
性維持の心理機制）、対人関係の心理学（友人関係、きょ
うだい関係）
、他者の存在と社会的影響過程（社会的
促進、集団極性化）、教育における社会心理学的要因
Self and interpersonal behavior (self-evaluation maintenance
and relationship maintenance mechanism), Psychology of
interpersonal relationships (friend relationships, sibling
relationships), Presence of others and social influence (social
facilitation and group polarization), Effects of social
psychological factors on education (school motivation and
school activity, student relationships)
■著書・論文：The effect of discussion on polarization of
judgments. Japanese Psychological Research, 26, 187-193.

D

脇谷 順子

特任准教授

WAKITANI, Junko

jwakitani@icu.ac.jp

D

■担当専修：臨床心理学 Clinical Psychology
■研究分野：臨床心理学、精神分析的心理療法
Clinical Psychology, Psychoanalytic Psychothrapy
■研究テーマ：フロイトークラインービオンの精神分析的考え

方に基づく児童青年の精神分析的心理療法。イギリスのタビス
トッククリニックの「５歳以下の子どもと家族のカウンセリン
グサービス」モデルに基づく乳幼児と親のカウンセリング。
Child and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapy based on
psychoanalytical thinking of Freud, Klein and Bion. Parent and baby
counseling based on the Tavistock model of Under Fives Counseling
Service. I am keen on an emotional relationship between a patient and
a therapist and its development through psychotherapy.

■著書・論文：“The body, words and the counter-transference in the

growth of communication in a developmentally delayed boy with
autstic features”: Professional doctoral thesis (2012), Tavistock and
Portman NHS Foundation Trust & University of East London.
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山本 雅美

特任講師

YAMAMOTO, Masami

masamiy@icu.ac.jp

D

■担当専修：臨床心理学 Clinical Psychology
■研究分野：臨床心理学 Clinical Psychology
■研究テーマ：心理療法における治療的変容に関する研
究。特に、個人の文化に配慮した治療過程および変容
のプロセス、また変容における攻撃性、創造性、分離
の機能に関する研究。

MORIYA, Yasuyo		

D

半田 淳子

上級准教授

HANDA, Atsuko

handa@icu.ac.jp

■担当専修：言語教育 Language Education
■研究分野：日本語教育、国語教育、近代文学
Japanese Language Education, National Language
(kokugo) Education, Modern Japanese Literature
■研究テーマ：日本語イマージョンプログラム、オーストラ

1. History of the English Language 2. Historical and
Comparative Linguistics 3. Language Change and
Grammaticalization 4. English Prosody and Metrics
5. Teaching English as a Foreign Language

リアの日本語教育、国語教科書の教材分析、近代文学（主と
して、夏目漱石、村上春樹）
Japanese Immersion Program, Japanese Language Education in
Australia, Analysis of Teaching Materials for Kokugo, Modern
Japanese Literature (Soseki Natsume, Haruki Murakami, et al.)

■著書・論文：守屋靖代「英文法へのアプローチー文法書、
フィールドワーク、コーパスから検証する付加疑問文
の特徴」関東英文学研究第4号(2012): 219-29.

教授

D

■著書・論文：Tomiyama M. (2009). Age and proficiency in
L2 attrition: Data from two siblings. Applied Liguistics, 30,
253-275. 富山真知子（編著）
『ICUの英語教育-リベラル・
アーツの理念のもとに』研究社 2006

■担当専修：言語教育 Language Education
■研究分野：英語学 言語学 English Linguistics
■研究テーマ：１．英語史 ２．歴史・比較言語学
３．文法化 ４．英語音韻・韻律 ５．英語教育

クェイ スザンヌ

TOMIYAMA, Machiko		

1. Language attrition focusing on second language attrition
from a psycholinguistic perspective 2. Second language
acquisition from a psycholinguistic perspective 3. Foreign
language education focusing on English language education
in Japanese contexts

■著書・論文：精神分析の異文化間適用についての一考察
International Journal of Counseling and Psychotherapy,
Vol.4, Pp.37-42, 2006. “A consideration for clinical interface
in psychoanalysis between Japan and the USA”,
International Journal of Counseling and Psychotherapy, Vol.
4, pp. 37-42, 2006

教授

教授

■担当専修：言語教育 Language Education
■研究分野：応用言語学 Applied Linguistics
■研究テーマ：１．言語喪失（心理言語学的視点から第
二言語喪失を中心に）２．第二言語習得（心理言語学
的視点を中心に）３．外国語教育（日本のコンテクス
トにおける英語教育を中心に）

Therapeutic transformation in psychodynamic psychotherapy:
special focus on culturally sensitive processes of psychotherapy
and therapeutic transformation, functions of aggression,
creativity and separation in therapeutic process and change.

守屋 靖代

富山 真知子

QUAY, Suzanne

quay@icu.ac.jp

■著書・論文：学習指導要領の改訂と小中学校の国語教科書が
抱える課題 (Issues and Problems with new Education Course
Guideline and Kokugo Textbooks for Elementary and Junior High
Schools), Education Studies, Vol.55, 2013. (The Possibility of
Reading Aloud in Group as a Method in Teaching Japanese as a
Second Language), ICU Studies in Japanese Language Education,
Vol. 10, 2014

D

■担当専修：言語教育 Language Education
■研究分野：言語習得、多言語主義、言語学
Language acquisition, multilingualism and linguistics
■研究テーマ：1. 心理言語学:バイリンガルおよびトライリン

吉田 智行

上級准教授

YOSHIDA, Tomoyuki

yoshidat@icu.ac.jp

■担当専修：言語教育 Language Education
■研究分野：理論言語学（生成文法理論）
Theoretical Linguistics (Generative Grammar)
■研究テーマ：統語論から普遍文法を探求する。特に、
疑問詞疑問文の統語構造と意味解釈に焦点を当ててい
る。また、形態論と統語論の関係の研究もしている。

ガルの子どもの言語習得 ２.社会言語学: 家族のコミュニ
ケーション；家庭および保育所における言語使用；語用論的
能力の発達 ３.接触言語学：言語選択；言語切り替え；言語
維持；身振りおよび記号の使用 ４.教育：バイリンガル教育；
第二言語学習；外国語としての英語；手話およびろう教育

I am approaching Universal Grammar from the viewpoint of
syntax. I have particularly been focusing on the syntax and
semantics of wh-questions. I have also been working on
morphology-syntax interface.

1. Psycholinguistics: bilingual and trilingual child language
acquisition. 2. Sociolinguistics: family communication; home and
daycare language use; development of pragmatic abilities.
3. Contact linguistics: language choice; code-switching; language
maintenance; gestures and sign usage. 4. Education: bilingual
education; SLA; EFL; sign language and deaf education.

■著書・論文：Wh-questions and informativeness, Lingua,
Vol. 122, pp. 1596-1612, 2012

■著書・論文：Quay S. (2011). [Guest editor of special issue]

Trilingual Children in the Making: Data-driven insights.
International Journal of Multilingualism, Vol.8 (1): 1-79.

佐藤 豊

教授

SATO, Yutaka

yutaka@icu.ac.jp

D

水田 洋子

准教授

MIZUTA, Yoko

■担当専修：言語教育 Language Education
■研究分野：日本語学、日本語文法習得研究
Japanese linguistics, Japanese grammar acquisition
■研究テーマ：日本語と韓国語における動名詞・軽動詞
を含む構文の統語形態論的研究。日本語の第二言語習
得研究。

■担当専修：言語教育 Language Education
■研究分野：言語学（意味論、語用論）
Linguistics (semantics, pragmatics)
■研究テーマ：意味論と語用論の接点（意味記述と言語
理解において）；テンス・アスペクト（対象言語学的
分析；モダリティとの関わり）

Studies on (i) the Japanese and Korean constructions with
verbal nouns and light verbs and (ii) the acquisition of
Japanese as a second language.

Semantics-pragmatics interface (in meaning description and
language understanding); Tense and aspect (from a cross-linguistic
perspective; interactions with modality)

■著書・論文：Sato, Y. & Cho, S. 2013. Passivization of
Transitive Verbal Nouns in Korean: Factors that Facilitate
Passivization in the VN-cwung Construction, Language
Research vol. 49, No.3, 803-828. Seoul National University.

■著書・論文：Mizuta, Yoko (2007) English present perfect

revisited: Unified semantics as a tense and lower-level ambiguity
represented in DRT, In A. Sakurai, K. Haisida, and K. Nitta (eds.)
New Frontiers in Artificial Intelligence (Lecture Notes in Computer
Science, Volume 3609), Springer, p.449-459. Mizuta, Yoko (2014)
On the cancellation of presupposisions: Interactions with negation,
scope, and perspectives. In Educational Studies 56, p.109-117.
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木部 尚志

教授

KIBE, Takashi 		

D

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：政治理論 Political theory
■研究テーマ：社会正義論、平等論、民主主義論、シティ
ズンシップ論、多文化主義、移民政策、福祉国家論、
宗教と政治、政治神学、近世初頭の政治思想史、社会
科学の哲学
Theories of social justice, egalitarianism, democracy,
citizenship, multiculturalism, immigration policy, welfare
state, religion and politics, political theology, early modern
history of political thought, philosophy of social sciences
■著書・論文：“The Relational Approach to Egalitarian
Justice”, Critical Review of International Social and Political
Philosophy (2011)

公共政策・社会研究専攻
Public Policy and Social Research Program
新垣 修

教授

ARAKAKI, Osamu		

D

■担当専修：政治・国際研究／平和研究
Politics and International Studies/Peace Studies
■研究分野：国際法 International Law
■研究テーマ：1．国際法と国際政治の関係 2．レジー
ム論 3．沖縄 4．無国籍

chibas@icu.ac.jp

D

■担当専修：政治・国際研究／平和研究
Politics and International Studies/Peace Studies
■研究分野：西欧政治思想史、
政治理論、平和研究
History of Political Thought, Political Theory,
Peace Studies
■研究テーマ：現在は以下の研究テーマと取り組んでいる。

of Washington Press, 2011). (Co-ed) Living for Jesus and Japan: The Social and
Theological Thought of Uchimura Kanzo (Eerdmans, 2013).（単著）『連邦主
義とコスモポリタニズム―思想・運動・制度構想』（風行社、2014年）。

ina@icu.ac.jp

NISHIO,Takashi

nishio@icu.ac.jp

D

■著書・論文：
「政権交代と霞ヶ関文化の変容」日本行政
学会編『年報行政研究47 政権交代と官僚制』ぎょう
せい 2012年
『現代行政学』放送大学教育振興会 2012年

（Co-ed）Building New Pathways to Peace (Seattle: University
■著書・論文：

INA, Masaki

教授

1. Evolution of Governmental System and Change in Civil
Service System 2. Comparative Study of Correction
Administration 3. Collaboration and Community Policy

Currently I am doing research on the following themes: 1. Ecology and
Politics, 2. The Conceptual History of Federalism and Its Institutional
Design, 3. Dialogues between Religion and Politics on Pacifism and
Just War Theory, 4. The Political Philosophy of Charles Taylor

教授

西尾 隆

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：行政学・公共政策・地方自治論
Public Policy and Administration,
Local Governance
■研究テーマ：１．政府システムの発達と公務員制の変
容 ２．矯正行政の国際比較 ３．協働とコミュニティ
政策

１．環境と政治 ２．連邦主義の概念史と制度構想 ３．宗
教と政治との対話ーとくに徹底的平和主義と正戦論との確執
をめぐって ４．チャールズ・テイラーの政治哲学

稲 正樹

D

■著書・論文：
『グローバル・ガバナンスの世紀』（東信堂,
2002）
The Century of Global Governance, (Tokyo:
Toshindo, 2002)

Supervisory Role in International Relations” in James C Simeon
(ed) The UNHCR and the Supervision of International Refugee
Law (CUP, Cambridge, 2013). Osamu Arakaki “The Japan-USOkinawa Relationship with Respect to the Military Bases: The
Discourse Since 3/11” in Faculty of International Studies of
Hiroshima City University (ed) Japan’s 3/11 Disaster as Seen from
Hiroshima: A Multidisciplinary Approach (Soeisha/Sanseido
Shoten, Tokyo, 2013). Osamu Arakaki Refugee Law and Practice
in Japan (Ashgate Publishing, UK, 2008)

CHIBA, Shin

MORI, Katsuhiko		

International political economy, environmental
sustainability, and global governance.

■著書・論文：Osamu Arakaki “Non-state Actors and UNHCR’s

教授

教授

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：国際関係学 International Relations
■研究テーマ：国際政治経済や地球環境をめぐる国際交
渉をグローバル・ガバナンス論の視点から研究。

1. Relation between International Law and Politics 2. Regime
Theory 3. Okinawa 4. Statelessness

千葉 眞

毛利 勝彦

D

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：憲法学、アジア比較憲法論、平和研究
Constitutional Law, Asian Comparative
Constitutional Law, Peace Research
■研究テーマ：１．北東アジアにおける人権メカニズムの制度化

２．平和的生存権論 ３．定住外国人の参政権 ４．生存権論の再
検討 ５．アジア諸国の二院制研究 ６．北東アジアの和解と平和
1. Institutionalization of Human Rights Mechanism in Northeast Asia 2.
Right to Live in Peace 3. Voting Right of Resident Foreigners
4. Reappraisal of the Right to Live 5. Bicameralism in Asian Countries 6. Reconciliation and Peace
in Northeast Asia

■著書・論文：深瀬忠一・上田勝美・稲正樹・水島朝穂（編著）『平和憲法の確保と新生』北海道大学

出版会、2008年．稲正樹・孝忠延夫・國分典子（編）アジアの『憲法入門』日本評論社,、2010年．金
美景、バリー・シュウォルツ（編著）、千葉眞（監修）、稲正樹、福岡和哉、寺田麻佑（翻訳）『北東ア
ジアの歴史と記憶』勁草書房、2014年. Tadakazu Fukase, Katsumi Ueda, Masaki Ina and Asaho Mizushima
(eds.), The Defense and Rebirth of the Japan’s Peace Constitution, Sapporo: Hokkaido University Press, 2008.
Masaki Ina, Nobuo Kochu and Noriko Kokubun (eds.), An Introduction to Asian Constitutional Law, Tokyo:
Nihonhyoronsha, 2010.Shin Chiba (supervised), Masaki Ina, Kazuya Fukuoka and Mayu Terada (translated),
History and Memory in Northeast Asia, Tokyo : Keisoshobo, 2014. Japanese Translation of Mikyoung Kim and
Barry Schwartz (eds.), Northeast Asia’s Difficult Past: Essays in Collective Memory, Palgrave Macmillan, 2010.

植田 隆子

教授

UETA, Takako		

D

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：国際政治; 国際安全保障; 紛争予防・危機低減;
欧州研究; 日欧関係
（外務省欧州連合日本政府代表部次席大
使を務めたため、
日本の外交安全保障政策を含む）
International Politics; International Security; Conflict Prevention
and Risk Reduction; European Studies; Japan-Europe Relations
（including Foreign and Security Policy of Japan: Professor Ueta
was Ambassador, Deputy Chief of the Mission of Japan to the EU)

■研究テーマ：EUの対外関係; アジア太平洋地域の危機低減における

欧州の経験（欧州安全保障協力機構）の適用可能性; 欧州の安全保障機
構（たとえば北大西洋条約機構、欧州安全保障協力機構）
;日欧関係
External Relations of the European Union; Risk Reduction: Applicability of the OSCE Model to Asia
and the Pacific; Security Institutions in Europe (NATO, OSCE); Japan-Europe Relations

■著書・論文：共編著『新EU論』信山社、2014年4月刊.（放送大学大学院番組教科書の改訂版）
単著『危機低減と安全保障対話ー欧州安全保障協力機構（OSCE）の制度・実態とそのアジア太平洋
地域への適用可能性試論』国際基督教大学社会科学研究所モノグラフシリーズ21, 2014年4月刊.
“The Role of Europe in Enhancing Cooperative Security in Asia and the Pacific: A View from Japan”, EGMONT
(Royal Institute for International Relations, Belgium), Security Policy Brief, No. 50, October 2013.
http://www.egmontinstitute.be/papers/13/sec-gov/SPB50.pdf
EU Policy toward Asia and the Pacific; A View from Japan, in International Relations and Security
Network (ISN), Center for Security Studies (CSS) September 2013, ETH Zurich
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?id=169796
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フォッセ ヴィルヘルム

教授

VOSSE, Wilhelm M. vosse@icu.ac.jp

D

■担当専修：平和研究／政治・国際研究
Peace Studies/Politics and International Studies
■研究分野：政治学と国際関係論
Political Science and International Relations
■研究テーマ：日本政治、特に日本の外交・安全保障政策に焦点を

collet@icu.ac.jp

D

ナギ スティーブン

准教授

NAGY, Stephen R.

D

主義、非伝統的安全保障、人間安全保障、移民及び入国管理政策に関するテーマ
International Relations of Northeast Asia, Japan-China Relations,
Regionalism in East Asia, Non-traditional Security Cooperation, Human
Security, Migration and Immigration Policies

■著書・論文：Nagy, S. R. 2012. Local Government Migrant Policies in

Tokyo: National Exclusion, Local Inclusion. New York: Edwin Mellen
2014年9月着任予定
Press. Nagy, S.R. 2014. “Nationalism, Domestic Politics and the Japan Economic
Rejuvenation,” East
Asia. Volume 31. Issue 1. Pp. 5-21. Nagy, S.R. 2014. “Japanese Business In China― Alive In The
Bitter Sea,” China Economic Quarterly: Dragonomics. March pp.31-36. Nagy, S.R. 2013. “Building a
Human Security-based Framework for the Protection of Migrants in Northeast Asia,” International
Studies Review, Vol. 14, No.2, pp.59-80. Nagy, S.R. 2013. “Territorial Disputes, Trade and
Diplomacy: Examining the Repercussions of the Sino-Japanese Territorial Dispute on Bilateral
Trade,” in Chinese Perspectives. Volume 4. (December). Nagy, S.R. 2013. “Politics of
Multiculturalism in East Asia: Reinterpreting Multiculturalism,” in Ethnicities. Volume 14, Number 1.
Pp.1-17. doi:10.1177/1468796813498078. Nagy, S.R. 2013. “The Challenges and Opportunities of
Transnational Migration for Local Governments in the Asia-Pacific: The Cases Studies of Hong Kong,
Tokyo and Vancouver,’’ in Asia Pacific World, The Journal for the International Association of Asia
Pacific Studies. Volume 4, Number 2 (Autumn 2013). Pp. 55-80.

American politics: Race and ethnicity; Electoral politics and
the two-party system; Representation; Asian Americans.
Comparative politics: Public opinion in the United States,
Japan and the Asian Pacific.

上級准教授

2014年9月着任予定

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：国際関係論 International Relations
■研究テーマ：東北アジアの国際関係、日中関係、アジアの地域統合及び地域

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：アメリカ政治学および比較政治学
American and Comparative Politics
■研究テーマ：アメリカの政治学：人種と民族性；選挙
および二大政党制；代議制度；アジア系アメリカ人。
比較政治学：アメリカ合衆国、日本、アジア太平洋に
おける世論

大森 佐和

D

■著書・論文：Power, Interest and Identity in Military
Alliances; Rethinking in Security in East Asia: Identity,
Power and Efficiency; Truth and Reconciliation in South
Korea; Origins of North Korea’s Juche

Talcott (eds.) (2014), Governing Insecurity in Japan. The Domestic
Discourse and Policy Response, Routledge. Wilhelm Vosse (2012)
Comparing Japanese, Australian and European Responses to ‘out-of-area’
Security Challenges, in: William T. Tow and Rikki Kersten (eds.) Bilateral
Perspectives on Regional Security. Australia, Japan, and the Asia-Pacific
Region, Palgrave Macmillan, Houndsmill, Basingstoke, pp. 160-182.
Wilhelm Vosse (2012) Middle Power, Civilian Power, or New Power?
Comparing Underlying Factors of the Security Policy in Japan and
Germany, in: Journal of Social Science, 74,1: 5-25.

COLLET, Christian

SUH, Jae-Jung		

Memory politics, History and reconciliation in East Asia,
U.S. security policy in East Asia, Politics in Korean
Peninsula, Peace in East Asia

■著書・論文：Wilhelm Vosse, Reinhard Drifte and Verena Blechinger-

上級准教授

上級准教授

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：国際関係、国際安全保障、平和研究、東アジア、韓国
International Relations, International Security,
Peace Studies, East Asia, Korea
■研究テーマ：記憶の政治学、東南アジアの歴史と調和、
東アジアのアメリカ安全保障政治、朝鮮半島の政治、
東アジアの平和

あて研究している。現在は、日本とオーストラリア、EU、NATOと
の安全保障対話ー域外活動の影響について考察している。
My research focus is Japanese politics, especially Japanese foreign and
security policy. Currently, I am conducting a funded project on the
significance of out-of-area missions for closer security cooperation between
Japan, the European Union, and Australia.

コレット クリスチャン

徐 載晶

OMORI, Sawa		

D

高松 香奈

准教授

TAKAMATSU, Kana

■担当専修：政治・国際研究 Politics and International Studies
■研究分野：国際政治経済、政治制度、公共政策
International Political Economy,
Political Institutions, Public Policy
■研究テーマ：１．IMFと米国の海外援助の金融改革へ
の影響 ２．国際金融ガバナンスの世界経済危機前後
の変化 ３．軍事クーデターの要因 ４．子どもの人
権に関する政策

■担当専修：政治・国際研究／平和研究
Politics and International Studies/Peace Studies
■研究分野：ジェンダーと政治・国際関係、ジェンダーと
開発 Gender in Politics and International Relations, Gender
and Development
■研究テーマ：政府開発援助政策の比較ジェンダー分析、
メコン川流域を中心とした人身取引問題、元女性兵士
の社会復帰支援

1. The effects of IMF programs and US aids on financial
reforms 2. Change in global financial governance after the
global financial crisis 3. Causes of coups 4. Children's
rights and policies

Comparative Gender Analysis of Official Development
Assistance Policy, Human Trafficking Issues in the Greater
Mekong Sub-region, Social Reintegrigation of Female
Ex-combatants
■著書・論文：高松香奈（2012）「難民政策の二重性」、
大西仁・吉原直樹監修 李善姫・中村文子・菱山宏輔
編『移動の時代を生きる 人・権力・コミュニティ』
、
東信堂、pp177-208

シャーニー ジョージアンドレア

上級准教授 SHANI, Giorgiandrea

gshani@icu.ac.jp

D

■担当専修：平和研究／政治・国際研究
Peace Studies/Politics and International Studies
■研究分野：国際関係論/国際開発学
Int'l Relations/Int'l Development
■研究テーマ：本研究はグローバリゼーション、人間の安全保障、
南アジアにおける宗教的ナショナリズムとディアスポラ（少数離散

民族）についての研究に基づいており、国際関係理論における“批

判的人間の安全保障パラダイム”を発展させることを目指している。
My current research on religion, identity and human security, aims to further develop a ‘critical
human security paradigm’ in international relations theory . It builds on my previous work on
globalization, religious nationalism and Diaspora in South Asia.

■著書・論文：Giorgio Shani (2007) Sikh Nationalism and Identity in a Global Age (Routledge).

Giorgio Shani (2014) Religion, Identity and Human Security (Routledge) http://www.routledge.
com/books/details/9780415509060/ http://researchers.icu.ac.jp/Profiles/6/0000527/profile.html.
Giorgio Shani (2014) Religion, Identity and Human Security (Routledge) http://www.routledge.
com/books/details/9780415509060/. Giorgio Shani (2010) Sikh Nationalism and Identity in a
Global Age (Routledge) http://www.routledge.com/books/details/9780415586108/

寺田 麻佑

准教授

TERADA, Mayu

■担当専修：政治・国際研究
Politics and International Studies
■研究分野：行政法学、行政組織に関する法、情報通信法、環境法
Administrative Law, Administrative Organization Law,
Telecommunication Law, Environmental Law
■研究テーマ：行政組織とその変革、情報通信法制の変
遷、憲法における環境関連規定
Administrative organization and its transformation, Changes
of telecommunication law, Environmental codes in
Constitutional law
■著書・論文：Please see
http://researchers.icu.ac.jp/Profiles/10/0000927/profile.html
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石生 義人

教授

ISHIO, Yoshito		

D

■担当専修：社会文化分析 Social and Cultural Analysis
■研究分野：政治社会学、社会調査法 Political sociology
and social research methods
■研究テーマ：アメリカ人の愛国心を実証的・理論的に
研究している。サーベイ調査を使った計量的方法とイ
ンタビュー調査を使った質的方法を使い、アメリカ人
の愛国心を分析する。

KATO, Etsuko

katoets@icu.ac.jp

D

ボンディー クリストファー

准教授

BONDY, Christopher

■担当専修：社会文化分析 Social and Cultural Analysis
■研究分野：社会学、日本研究 Sociology, Japanese studies
■研究テーマ：個人と社会の関係、特に教育制度や学校が個人
に与える影響を研究しています。具体的には、部落問題や個性
的な教育を行っている学校について調査をしています。
My research centers on the relationship between self and society, in
particular how institutions such as schools shape the manner in
which people view their social world. Specifically I focus on
buraku issues, along with the outcomes of alternative education and
issues of inequality.
■著書・論文：2014 “Centering and Marginalizing: The “Soft Middle”

■著書・論文：The Tea Ceremony and Women’s Empowerment in Modern

and Japanese Minority Education.” Asia Pacific Journal of Education. Vol.
34, No. 1. Pp. 93-106. 2013 “How Did I Get Here? The Social Process of
Accessing Field Sites.” Qualitative Research. Volume 13, No. 5. Pp. 578590. 2010 “Understanding Buraku Inequality: Improvements and
Challenges.” Contemporary Japan. 22: 99-113.

Japan: Bodies Re-presenting the Past. London: RougledgeCurzon, 2004;
“The Sad Marriage of Anthropology, Neo-Colonialism and Feminism: Or
Why Japanese Sexual Behavior Is Always Intriguing.” Asian Anthropology,
Volume 6, 2007; “Self-searching Migrants: Youth and Adulthood, Work
and Holiday in the Lives of Japanese Temporary Residents in Canada and
Australia.” Asian Anthropology, Volume, 12, 2013.

MALARNEY, Shaun K. 		

D

術への社会学的アプローチ』2010、京都大学出版会．Yamaguchi,T. and F. Suda.
2010 “Changing Social Order and the Quest for Justification: GMO Controversies in
Japan” Science Technology and Human Values, 25(3) 382-407. 2013 Yamaguchi, T.
“The Challenge of Nanotechnology-Derived Food: Addressing the Concerns of the
Public” Debasis Bagchi (ed.) In Bio-Nanotechnology: A Revolution in Food, Biomedical
and Health Sciences, pp. 33-46, West Sussex, UK: Willey & Blackwell.

グローバル化と日本の若者の移動・移住、人生観、仕事観、
世界観。英語圏の民族誌とマスメディアにおける日本人（女
性）の表象。（フィールド：日本、カナダ、オーストラリア）
“Traditional” culture, cultural nationalism and gender; Young Japanese
migrants’views on life, work and the world in the context of globalization;
Representations of the Japanese (women) in English ethnography and mass
media (Research fields: Japan, Canada, Australia)

教授

tyamaguc@icu.ac.jp

■著書・論文：山口富子・日比野愛子編著 『萌芽する科学技術：先端科学技

■担当専修：社会文化分析 Social and Cultural Analysis
■研究分野：文化人類学、言語-記号人類学、ジェンダー研究
Cultural Anthropology, Linguistic-Semiotic Anthropology, Gender Studies
「伝統」芸能、文化ナショナリズム、ジェンダー。
■研究テーマ：

マラーニー ショウン

YAMAGUCHI, Tomiko

関係者（先進国/途上国、専門家 /市民など）の力関係の非対称性
を明らかにすることが近年の関心事。
Dr. Yamaguchi specializes in the sociology of knowledge, the sociology of
agriculture and food, and science and technology studies. Her primary
focus is the ways in which scientific knowledge is interpreted and altered
in day-to-day interactions among stakeholders and how and why dominant
interpretations give power to some stakeholders.

■著書・論文：Ishio, Yoshito. 2010. “Social Bases of American
Patriotism: Examining Effects of Dominant Social Statuses
and Socialization.” Current Sociology 58 (1): 67-93.

教授

上級准教授

■担当専修：社会文化分析 Social and Cultural Analysis
■研究分野：科学技術社会学、食と農の社会学、知識社会学
Sociology of science and technology, sociology of agriculture and
food, sociology of knowledge
■研究テーマ：科学技術に関わる社会的な論争を題材として、利害

I am conducting research on American patriotism. I use
quantitative data from national surveys and qualitative data
from in-depth interviews.

加藤 恵津子

山口 富子

D

■担当専修：社会文化分析 Social and Cultural Analysis
■研究分野：文化人類学 Cultural Anthropology
■研究テーマ：不平等、環境人類学、医療人類学、食の
人類学、暴力の人類学アメリカ、アジア、アフリカ

森木 美恵

准教授

MORIKI, Yoshie

moriki@icu.ac.jp

D

■担当専修：社会文化分析 Social and Cultural Analysis
■研究分野：文化人類学, 人口学 Cultural
anthropology,demography
■研究テーマ：少子高齢化に関する現象をマクロ（人口
動態）とミクロ（当事者の認識）両方の視点より研究
している。具体的テーマとしてはタイの老人の居住形
態、日本におけるセックスレスカップルなどに注目し
て質＆量的データを併用しながら分析を行っている。

Inequality, ecological anthropology, medical anthropology,
the anthropology of food, the anthropology of violence,the
United States, Asia, and Africa.

I have been studying phenomena relating to low fertility and
population aging from both macro (population dynamics)
and micro (locals’ understanding) points of views. Specific
research topics include the living arrangements of the elderly
in Thailand and Japanese sexless marriages. I analyze these
issues using qualitative and quantitative data.
■著書・論文：Moriki (2011) “Co-Residence Among Bangkok
Elderly; Implications of Children’s Marital Status”,
Marriage & Family Review 47: 529-547.

ホワイトロウ ギャヴィン

上級准教授 WHITELAW, Gavin H.

whitelaw@icu.ac.jp

■担当専修：社会文化分析 Social and Cultural Analysis
■研究分野：社会文化人類学、日本研究 Sociocultural
Anthropology, Japan Studies
■研究テーマ：研究ではグローバル化や食物、物質文化、仕事、商業、消

費に絡む問題を取り上げている。これまで行ってきた研究テーマは、北ア
メリカの非遺伝子組替の大豆の商業ルート、日本における「スロー」なファ
ストフード店を文化的に浸透化させるマーケティング、国際的な大量消費
時代における商店街や店主のアイデンティティ、などがある。

My research explores issues related to globalization, food, material culture, work,
commerce, and consumption. Projects I have engaged in include studies of North
American non-GMO soybean commodity chains, the cultural marketing of “slow”
fast food in Japan, and neighborhood commerce and shopkeeper identity in an era of
globalizing mass retail.

■著書・論文：“Shelf Lives and the Labors of Loss: Food, Livelihood and Japan’s

Convenience Stores” in Capturing Contemporary Japan (Hawaii 2014). “Learning
from Small Change: Clerkship and the Labors of Convenience,” Anthropology of
Work Review. 2008, 29(3):62-69. “Rice Ball Rivalries: Japanese Convenience
Stores and the Appetite of Late Capitalism,” in Fast Food/Slow Food: The Cultural
Economy of the Global Food System. (Rowman & Littlefield 2007).

D

カレン ベヴァリー

教授

CURRAN, Beverley F.M. curran@icu.ac.jp

D

■担当専修：メディアと言語 Media and Language
■研究分野：トランスレーション・スターディース
Translation Studies
■研究テーマ：太平洋文化圏における翻訳の海流について
マンガやグラフィック・ナラティブにおける言語・異
文化翻訳・メディアトランスレーションについて
Littoral Translation: circulating theories, linguistic presence,
and performances of translation around the Pacific Rim
Translation and Graphic Narrative: bilingual and
multilingual cultural productions and media translation
■著書・論文：Theatre Translation Theory and Performance in
Contemporary Japan: Native Voices Foreign Bodies
(Manchester: St Jerome, 2008)
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日比谷 潤子

教授

HIBIYA, Junko

jhibiya@icu.ac.jp

D

■担当専修：メディアと言語 Media and Language
■研究分野：社会言語学 Sociolinguistics
■研究テーマ：日本語の変異と変化、言語接触と言語変
容（日系カナダ人を中心に）、日本の多文化・多言語
社会化、第二言語習得と言語変異

IKEDA, Richiko		

D

■著書・論文：
『メディア・リテラシーの現在（いま）―
公 害 ／ 環 境 問 題 か ら 読 み 解 く』
（ナ カ ニ シ ヤ 出 版,
2013年）
、「水俣病/水俣病事件を語り継ぐための模
索―対話形式の語りの場の可能性」『スピーチ・コミュ
ニケーション教育』第26号, 5-23, 2013年、「『日常
的差別』に関する一考察―水俣病資料館のある『語り
部』の講話から」『日本コミュニケーション研究』第
42号, 15-30, 2014年。

MAHER, John C. 		

D

■担当専修：メディアと言語 Media and Language
■研究分野：コミュニケーション学 Communication
■研究テーマ：新しいメディアの変化と社会、文化の関
係；デジタルデバイドの問題；新旧メディアの間の生
態学的関係；メディア理論；地域社会のコミュニケー
ションインフラストラクチャ研究
Social implications of new communication technologies and
social media; The digital divide and Internet connectedness;
Ecological relationships between new and old media; Media
effects; Cultural differences in communication and media
uses; Communication infrastructure research in local
communities
■著書・論文：Jung, J., Lin, W. & Kim, Y. (2012). The
dynamic relationship between East Asian adolescents’ use of
the internet and their use of other media. New Media &
Society, 14(6), 969-986. Sage.

ARIMOTO, Takeshi

arimotot@icu.ac.jp

海蔵寺 大成

教授

KAIZOJI, Taisei

kaizoji@icu.ac.jp

D

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：金融経済学、マクロ経済学
Financial Economics, Macroeconomics
■研究テーマ：資産市場におけるバブルとバブル崩壊の
メカニズムの研究
Studies on mechanisms of bubbles and collapses of bubble
in asset market

■著書・論文：1. Bilingualism in Japan. (Kenkyusha). 1991. 2.
Elsevier Encyclopaedia of Language and Linguistics (1994)
60 Entries. 3. Diversity in Japanese Culture and Language
(Kegan Paul Routledge), 1995. 4. Multilingual Japan.
(Multilingual Matters), 1997. 5. Introducing Chomsky
(ICON 2005). 6. Metroethnicity and the Principle of Cool.
International Journal of the Sociology of Language, Vol.
175, 2005.

JUNG, Joo-Young J.		

准教授

■著書・論文：
「スポーツとナショナリズムの節合について」
『現代スポーツ評論』27号2013年、“On the Articulation of
Sport and Nationalism” in Contemporary Sports Critique 27

Language and globalization, language and identity,
multilingual Japan, and language and minorities

上級准教授

有元 健

Sociological study on the ways in which human body and
body culture, especially sport, have functioned as a site of
power relations in terms of race, gender, nationalism in
modern society.

■担当専修：メディアと言語 Media and Language
■研究分野：言語と社会 Sociolinguistics
■研究テーマ：言語とグローバライゼーション、言語と
アイデンティティ、マルチリンガルとしての日本、マ
イノリティー言語

鄭 朱泳

D

■担当専修：メディアと言語 Media and Language
■研究分野：社会学、カルチュラル・スタディーズ、身体文
化論 Sociology of Body, Cultural Studies
■研究テーマ：近代社会において人種やナショナリズム、
ジェンダーをめぐる権力はどのように身体および身体
文化に関わってきたのかを、主にスポーツを題材とし
て社会学的に考察すること。

Communication and power, media and power, and the power
of oral media (on “kataribe” or narrators of public hazard
incidents)

教授

ytanaka@icu.ac.jp

■著書・論文：
『風景の裂け目ー沖縄、占領の今』せりか
書房，2010年、『時代を聞く』せりか書房（共編著）
，
2012年、『メディア･リテラシーの現在』ナカニシア
出版（共著），2013年、『占領者のまなざし―沖縄/日
本/米国の戦後』せりか書房，2013年

■担当専修：メディアと言語 Media and Language
■研究分野：コミュニケーション Communication
■研究テーマ：コミュニケーションと権力、メディアと
権力、口承メディアの力（公害の「語り部」について）

マーハ ジョン

TANAKA, Yasuhiro

Transformation of Space and Body, Critical Research on
Consciousness in Everyday Life

■著書・論文：The Velar nalsal in Tokyo Japanese: a case of
diffusion from above Language Variation and Change 7(2)
139-152, 1995

教授

上級准教授

■担当専修：メディアと言語 Media and Language
■研究分野：メディア論、カルチュラル・スタディーズ、
戦
後思想史 Media Studies, Cultural Studies, History of Postwar Thought
■研究テーマ：空間と身体の変容、日常意識の批判的研
究

Variation and change in the Japanese language in the global
environment (special focus on Japanese-Canadians).
Language contact and language change. Second-language
acquisition and linguistic variation.

池田 理知子

田仲 康博

■著書・論文：Multiple equilibria and chaos in a discrete
tâtonnement process, Journal of economic Behavior and
Organiztion (2010) 76(3), 597-599. Speculative bubbles
and crashes in stock markets: an interacting agent model of
speculative activity, Physica A. 287, 3-4 (2000), 493-506.
Forecasting and volatility in the Tokyo Stock Market: The
advantage of long memory models, Journal of Economic
Dynamics and Control 31(6) (2007) 1808-1843. (With
Thomas Lux)

D

宮崎 修行

教授

MIYAZAKI, Nobuyuki

miyazaki@icu.ac.jp

D

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：財務会計、環境会計
Financial Accounting, Environmental Accounting
■研究テーマ：企業が経済性・収益性（エコノミー）と環境

保護・社会責任（エコロジー、CSR）を調和させつつ成長・
発展するにはどうしたらよいか、という観点で、企業の環境
マネジメントを理論的、かつ実証的に分析・考察する。

To study corporate environmental management both theoretically
and practically from the standpoint of harmonizing economic
efficiency (productivity, profitability) and ecological effectiveness
(environmental consciousness, corporate social responsibility
(CSR) so as to realistically attain a sustainable global society
『統合的環境会計論』
、創成社、2001年（日本会計
■著書・論文：

研究学会太田黒澤賞・環境経営学会学術貢献賞受賞）
。
『エコノ

ミーとエコロジー』
、創成社、1996年（翻訳）
。Problemorientiertes
Management, Gabler Verlag, 1990（共著）
。
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黄 仁相

上級准教授

HWANG, Insang		

D

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：経済成長論、国際経済学、企業経済学、計量経済
学、数理経済学 Economic Growth, International Economics,
Firm Economics, Econometrics, Mathematical Economics
■研究テーマ：経済の成長と発展における実証分析と理論研究：

規模の経済、不完全競争、そして稼働率を考慮して」
、
『三田学
会雑誌』104巻３号、2011年（共著、宮野 三千子）
。
「韓国の
経済発展」『新日本海国際政治経済論』 猪口 孝 他（編集）
ミネルヴァ書房、2013。 “The Effectiveness of Export, FDI, and
R&D on Total Factor Productivity Growth: The Cases of Taiwan and
Korea,” Journal of International Economic Studies, 26, 2012, joint
with Eric C. Wang.

INABA, Yushi 		

KANEKO, Takuya

tkaneko@icu.ac.jp

トファイナンス、特に信用リスクに関する研究をメインとし、金融機関が抱え
る貸出債権の評価や、カウンターパーティーリスクを考慮した金融派生商
品の評価について、２．ポートフォリオのリスク管理に関する研究、特に景
気見通しを考慮した信用ポートフォリオの管理方法について、３．仕組み債
や証券化商品など、複雑な金融商品を対象とした時価評価方法、ならび
に金融商品の時価評価と会計基準との関係に関する調査。
My current research topics are 1. Corporate finance especially evaluation of
loan and derivative porducts in consideration of credit value adjustmenet
(CVA), 2. Portfolio risk management especially credit portfolio risk
management based on estimated business condition, 3. Fair values
measurements for complicated financial products: structured bonds and
securitization products, and its relation with accounting standards.

「1990年代の日本の製造業TFP測定―産業構造、
■著書・論文：

上級准教授

准教授

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：経営学、金融工学 Businness Administration,
Mathematical Finance
■研究テーマ：現在は次の研究テーマに取り組んでいる。１．コーポレー

生産性格差、人的資本及び技術移転、産業内貿易とFDI、技術
革新と企業成長、そして金融成長。
My research topics are both empirical and theoretical studies
focusing on economic growth and development: productivity gap,
human capital and technology transfer, intra-industry trade and
FDI, innovation and firms’ growth, and financial sector's growth.

稲葉 祐之

金子 拓也

「信用ポートフォリオのリスク計量:金利変化見通しと
■著書・論文：

個別企業価値変動を考慮したトップ・ダウン・アプローチ」金融研
究29（3）
、pp.19-44（2010-07）

D

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：経営学 Business Administration
■研究テーマ：組織間関係論（
「組織間協働を通じた新規
地域産業の創造」）、地域（再）開発（「イノベーショ
ンと都市ビジネスの高度化」
）
、社会問題の解決とソー
シャル・イノベーション（「社会問題の協働解決」）、
企業家論（
「複雑な社会問題の解決と企業家」）

小川 昭

准教授

OGAWA, Akira		

D

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：産業組織論 Industrial organization
■研究テーマ：不完全競争のもとでの企業の戦略につい
て、ゲーム理論を用いて検討する。とりわけ、企業が
どのように立地選択を行うか、また公的企業が企業間
競争にどのような影響を及ぼすかを分析する。
I study strategies of the firms under imperfect competition
by using game theory. Especially, I analyze location choice
of firms and influence of public firm (so-called “mixed
oligopoly”).

Inter-organizational relations (‘Creating new local industry through
inter-organizational collaboration’), Regional development
(‘Innovation and urban business development’), Social problemsolving and social innovation (‘Joint-solving of complex social
problems’), Entrepreneurship (‘The solving of complex social
problems and entrepreneurs’).

■著書・論文：
「品揃えの多寡が店舗立地に与える影響に
ついて」日本経済研究 (60), 60-78, 2009

■著書・論文：INABA, Yushi, 2009. Japan's New Local Industry

Creation: Joint-Entrerpreneurship, Inter-Organizational
Colloboration, and Regional Regeneration. Alternative Views
Publishing

近藤 正規

上級准教授

KONDO, Masanori

masanori@icu.ac.jp

D

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：開発経済学 Development Economics
■研究テーマ：開発経済学、日本のODA、インド経済、
開発と環境
Development economics, Japanese ODA, Indian economy,
Development and environment

比較文化専攻

Comparative Culture Program
モンゴメリ へザー 上級准教授

MONTGOMERY, Heather montgomery@icu.ac.jp

D

■担当専修：公共経済学 Public Economics
■研究分野：銀行、その他金融機関；マイクロファイナンス（小規模金融）
Banks and other financial institutions; microfinance
■研究テーマ：以下の研究課題に取り組んでいる。（１）銀行合併が顧客企業
の価値や銀行と企業間関係に及ぼす影響（２）大きすぎて潰せない問題：銀行部
門の統合と効率性（３）不良資産救済プログラム（TARP）の経済的帰結：米国

での資本再構成がポートフォリオに及ぼす効果。詳細は、下記サイトを参照のこと。

Current research topics include:(1) The Effect of Bank Mergers on Client Firm Value
and Bank-Firm Relationships(2) Too Big to Fail? Banking Sector Consolidation and
Efficiency (3) The Economic Consequences of the TARP: The Effect of Bank Recapitalization on Bank Portfolios
in the United States. For more details, visit <http://heathermontgomery.weebly.com/research.html>.

■著書・論文：“The Effect of Bank Mergers on Shareholder Value and Performance in Japan” with Yuki

Takahashi. In G. N. Gregoriou and D. Lee (Eds.), Handbook of Asian Finance. New York, NY: Elsevier,
forthcoming. “Do interest rates matter? Credit demand in the Dhaka slums” with Rajeev Dehejia, and Jonathan
Morduch. Journal of Development Economics, 97(2), pp. 437-449, March 2012. “Can Commercially-oriented
Microfinance Help Meet the Millennium Development Goals? Evidence from Pakistan” with John Weiss. World
Development, 39(1), pp. 87-109, January 2011.“The Effectiveness of Bank Recapitalization Policies in Japan” with
Satoshi Shimizutani. Japan and the World Economy, 21(1), pp. 1-25, January 2009“The Effects of the Basel Accord
on Bank Portfolios in Japan.” Journal of the Japanese and International Economies 19(1), pp. 24-36, March 2005.

伊藤 亜紀

教授

ITO, Aki		

D

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究 Japanese
Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：西洋美術史 Western Art History
■研究テーマ：１. 14-16世紀イタリアにおける図像学と
色彩シンボリズム ２．イタリア服飾史 ３．西洋服
飾の史的事象によるジェンダー論
1. Iconography and color symbolism during the 14th and
16th Century Italy. 2. History of costume in Italy
3. Gender Studies in the historic phenomenon of Western
costume
■著書・論文：青を着る「わたし」ー「作家」クリスティー
ヌ・ド・ビザンの服飾による自己表現」ー 『西洋中
世研究』第2号, 2010年, 50-61頁
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伊東 辰彦

教授

ITOH, Tatsuhiko

itot@icu.ac.jp

D

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：音楽学 Music
■研究テーマ：18-19世紀のドイツの音楽、社会、文化、
及び明治期日本の洋楽受容

■著書・論文：天才音楽家たちの友情記念帳（講談社選書メチエ、2002年）

WILSON, Richard L.		

D

エスキルドセン ロバート

GILLAN, Matthew A.		

「明治七年台湾出兵の植民地的側面」
、
『明治維新とアジア』
、明治維新史学会編、吉川弘文
■著書・論文：

館刊、2001年、61-95頁 “Of Civilization and Savages: The Mimetic Imperialism of Japan’s 1874 Expedition
to Taiwan.” American Historical Review 107.2 (April 2002): 388-418. “Foreign Views of Difference and
Engagement along Taiwan’s Sino-Aboriginal Boundary in the 1870s.” Ko-wu Huang, ed., Huazhong youhua:
Jindai Zhongguode shijue biaoshu yu wenhua goutu (When Images Speak: Visual Representation and Culture
Mapping in Modern China) (Taibei: Institute of Modern History, Academia Sinica, 2003), 253-287. Foreign
Adventurers and the Aborigines of Southern Taiwan, 1867-1874: Western Sources Related to Japan’s 1874
Expedition to Taiwan. Taibei: Institute of Taiwan History, Academia Sinica, 2005. “Taiwan: A Periphery in
Search of a Narrative.” Journal of Asian Studies 64.2 (May 2005): 281-294.「アジアの中のアメリカ人ーチャー
ルス・リジェンドルと明治初期の外交ー」
、
『講座明治維新』
、第6巻、有志舎刊、2014予定

■著書・論文：Songs from the Edge of Japan: Music-making in

Yaeyama and Okinawa, Ashgate, 2012.“Dancing Fingers:
Embodied Lineages in the Performance of Okinawan Classical
Music”, Ethnomusicology 57/3, p.367-395.

■著書・論文：
『金田から南京へー太平天国初期史研究』
汲古書院, 2013年

D

My current research concerns the Taiwan Expedition. It explores the origins of
Japanese imperialism and the way that international relations influence national
culture in Japan. My next research project will deal with the history of Yokohama.

My research has focused on traditional and modern music of
Okinawa, particular connected to issues of cultural identity. My
current research project, funded through a kakenhi grant from JSPS
until 2017, examines theories and discourse surrounding the use of
the voice in Okinawan music.

I study the History of Taiping Rebellion and the history of
Migration, Minorities in South China in 17-19th Centuries.
Besides, I am interested in the History of Taiwan.

eskildsen@icu.ac.jp

響を与えたことである。次の研究に横浜の歴史を取り上げる。

概念や理論を調査し、
「声」の文化的意味を考察する。

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：中国近代史 Chinese Modern History
■研究テーマ：太平天国史および17-19世紀の南中国に
おける移民社会史と民族関係史を研究。このほかに台
湾の歴史にも関心がある。

上級准教授 ESKILDSEN, Robert

帝国主義がどのように発生したことと国際関係は日本の文化にどのような影

プロジェクトでは、琉球列島で伝承される音楽における発声法の

kikuchih@icu.ac.jp

D

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：近現代日本史 Modern Japanese History
■研究テーマ：今の研究テーマは台湾出兵である。中心的な関心は日本

の問題を中心に研究してきた。2014年度～2017年度の科研費

KIKUCHI, Hideaki

TAKAZAWA, Norie		

■著書・論文：
『近世パリに生きる』岩波書店、2008年
『伝統都市を比較するーー飯田とシャルルヴィル』
高澤
紀恵、吉田伸之、フランソワ＝ジョセフ・ルッジウ、
ギ
ヨーム・カレ編、山川出版社、2011年

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：民族音楽学、邦楽
Ethnomusicology, Japanese Music
■研究テーマ：沖縄の伝統・近代音楽を文化的アイデンティティ

教授

教授

My research goal is to understand the formation of sovereign
state and the change in religion after the Reformation from
the view point of ordinary life of Parisians.

■著書・論文：Co-author, Kamisaka Sekka: Dawn of Modern
Japanese Design, Sydney: Art Gallery of New South Wales,
2012
「乾山焼ー陶片資料とその工房ー」
『人文科学研究』44号
（2013）

菊池 秀明

高澤 紀恵

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：フランス近世史 Early Modern French History
■研究テーマ：近世パリをフィールドに、主権国家の形
成と宗教改革以降の宗教変動を都市民の日常生活の視
点から考察することを課題としている。

Japanese art--ceramics, painting, architecture, design--from
an international perspective. Relationships between texts,
especially premodern illustrated books, with art objects.
Packaging of classical themes and tropes into popular
culture.

上級准教授

D

■著書・論文：単著
『徂徠学と反徂徠』
（ぺりかん社, 1994年）
編著『近世日本の言説と知』（清文堂 2013年）
『
「礼楽」
文化ー東アジアの教養ー』
（ぺりかん社 2013年）
論文
『
「礼」
と型』
（岩波講座
『日本の思想』
第七巻 2013年）

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：東アジア美術史、日本考古学
East Asian Art History, Japanese Archaeology
■研究テーマ：工芸および装飾絵画（光琳派）

ギラン マット

KOJIMA, Yasunori		

History of Japanese thought, especially the thought of
intellectuals and commoners in Edo period. Comparative
studies in Neo Confucianism and Islamic Thought.

バッハ全 集４「バッハと友 情 記 念 帳の伝 統」
（小 学 館、1998年）“The
Iwakura Mission’s Encounters with Western “Music and Their
Consequences” in Musicology and Sister Disciplines: Past, Present, Future,
Proceedings of the 16th International Congress of the International
Musicological Society (Oxford Univ. Press, 2000). 「蘇るハイドンの姿：オ
ペラの時代の交響曲が実らせたもの」
『フィルハーモニー』
（2007年）
. “The
Meaning of Music Education in College: The Case of American Colleges at
the End of the Nineteenth Century” in Musicology and Globalization:
Prodeedings of the International Congress in Shizuoka 2002 (The
Musicological Society of Japan/Academia 2004)

特任教授

教授

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：日本思想史 Japanese Intellectural History
■研究テーマ：日本思想史、特に江戸時代の知識人の思
想や庶民の心性の歴史的考察。新儒教思想とイスラム
思想の比較思想的考察。朱子学、徂徠学、陽明学、国学、
色道論。

Music, society and culture in 18th-19th century Germany.
Reception of western music in Meiji Japan.

ウィルソン リチャード

小島 康敬

D

那須 敬

上級准教授

NASU, Kei		

D

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：近世イギリス史 History of Early Modern England
■研究テーマ：16-17世紀イングランドにおける宗教、
政治、文化の歴史。特に教会政策、宗教複数主義、異
端などをめぐる言説や政治交渉の研究。その他、ヨー
ロッパ文化史の理論と実践。
Religion, politics and culture in sixteenth and seventeenthcentury England, especially focusing on contemporary
debates on ecclesiastical politics, religious pluralism and
heresy. Theory and practice of cultural history.
■著書・論文：
「宗教統一を夢みた革命？内戦期イングラ
ンドの宗教政策とスコットランド」岩井淳（編）
『複
合国家イギリスの宗教と社会』ミネルヴァ書房, 2012
年
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オラー チャバ

准教授

OLAH, CSABA

olah@icu.ac.jp

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：日本中世史、中国史（明代）、東アジア前近代
対外関係史 Medieval Japanese History, Chinese History
(Ming Period), History of Foreign Relations in Pre-Modern
East Asia
■研究テーマ：日本遣明使節の中国における外交及び貿
易活動（１５～１６世紀）、「入明記」（遣明使節の中
国旅行記）の研究、中世日本における五山と対外関係、
明代中国における対外貿易と「牙行」

IWAKIRI, Shoichiro		

My current research theme involves discourse of desire, crises, and
grotesque body in contemporary literature (British and Japanese).
Particularly, I analyze modern writers such as Angela Carter in the
context of comparative studies with Japanese Literature.

■著書・論文：“The Proustian Mystery of the Black Swan in Angela
Carter’s The Infarnal Desire Machines of Doctor Hoffman”,
Contemporary Women’s Writing 2:2, December 2008, 155-173

D

D

ONISHI, Naoki

onishi@icu.ac.jp

佐野 好則

上級准教授

SANO, Yoshinori

ysano@icu.ac.jp

D

サイモンズ クリストファー

上級准教授 SIMONS, Christopher E. J. simons@icu.ac.jp

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：英文学 English Literature
■研究テーマ：英国文学、特にロマン主義、シェイクスピアと
初期のモダニズム、英国とアイルランドの現代詩、近代的な
ドラマ、
中世文学、
英国の民間伝承と神話、
文学のジェンダー
研究、創作活動。最近は比較文学、科学文献、SFやファ
ンタジー文学の研究にも関心がある。

Religion and Society of Early America. In particular, the idea and
practice of Separation between Church and State during colonial
era through the ratification of the Federal Constitution. Literature
and Religion in 19th Century American Literature. Analysis of
Emily Dickinson's poetic works.

My field of study is English literature, specifically, British Romanticism,
Shakespeare, and Early Modernism (poetry and drama). I also teach and
conduct research on Modern and contemporary British and Irish poetry,
modern drama, folklore and mythology, and creative writing. My recent
research interests include medieval British literature, translation, and
science in literature.

『改革をめざすピューリタンたち』彩流社2012
■著書・論文：
（David Hall, A Reforming Peopleの翻訳）『空よりも拡く：エ
ミリー・ディキンスンの詩に癒やされた人々』彩流社

2012（Cindy Mackenzie ed., Wider than the Skyの翻訳）

D

Greek and Roman Classics, especially Homeric epics, early
Greek lyric poetry, Greek tragedy and comedy, Plato and
Aristotle's theory of poetry

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：アメリカ文学、アメリカ研究 American
Literature, American Studies
■研究テーマ：初期アメリカの宗教と社会、ことに植民地時

代から連邦憲法制定にかけての、政教分離の思想と実践。
19世紀アメリカ文学における文学と宗教。ことにエミリー
ディキンソンの詩作品の分析。

kodama@icu.ac.jp

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：西洋古典学、古代哲学 Classics, Ancient
Philosophy
■研究テーマ：ギリシア・ローマ古典、特にホメロス叙
事詩、初期ギリシア叙情詩、ギリシア悲劇・喜劇、プ
ラトンとアリストテレスにおける詩論

Poetics of classical Japanese literature, The Role of Chinese
Philosophy in the development of traditional Japanese
Culture and Literature, The Role of Written Language in the
mechanism of signification in Japanese Literature; Problems
of application of modern theory in the analysis of Japanese
Literature

特任教授

KODAMA, Christine

Jungian approach to the fairy tale, Comparative approaches
to the fairy tale: 1. Freudian and Jungian approaches to the
dream and the fairy tale. 2. Jungian approach to the
European fairy tale compared to the Japanese, Korean and
Chinese fairy tale.

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：日本文学 Japanese literature
■研究テーマ：日本古典文学の詩学、日本の伝統的な文
化や文学の発展における東洋哲学の役割、日本文学の
意味生成過程における文学の役割; 日本文学の分析に
おける文学理論の応用の諸問題

大西 直樹

小玉 クリスティーヌ 上級准教授

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：文学。文学への精神分析的アプローチ。比較
文学。夢とお伽噺における神話と象徴。Literature,
psychoanalytical approach to literature. Comparative
Literature. Myths and symbols in dreams and fairy tales.
■研究テーマ：お伽噺に関するユング的、比較研究的ア
プローチ：１．夢とお伽噺に関するフロイト的、およ
びユング的アプローチ。２．ヨーロッパのお伽噺に関
する、日本、韓国、中国のお伽話と比較しての、ユン
グ的アプローチによる研究。

■著書・論文：« Autoportrait du poème en prose », in L’année
Baudelaire, n°13/14, Honoré Champion, Paris, 2011, p. 181193.

KRISTEVA, Tzvetana I. tzvetana@icu.ac.jp

D

較文学的視点で研究する.

Study of French Modern and Contemporary Poetry with
special focus on Baudelaire, along with the study of French
Theatre of the 20th century, both are for the research on
specificities of poetical and theatrical language.

教授

natsumi@icu.ac.jp

グロテスクな身体表象を中心とする。作家としてはアンジェラ・カー

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：フランス文学 French Literature
■研究テーマ：ボードレールを中心としたフランス近・
現代詩研究と、主に20世紀以降のフランス演劇研究を
通じての、詩的言語および演劇言語の特性の探求。

クリステワ ツベタナ

IKOMA, Natsumi

ターなど現代作家を、谷崎や野坂、笙野頼子など日本文学との比

■著書・論文：
『浙江巡撫朱紈の遣明使節保護・統制策と
「信票」の導入』（史学雑誌 2011年）

教授

上級准教授

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：現代文学（日英）、フェミニスト文学理論
Contemporary Literature (British and Japanese), Feminist
Literary Theory, Gender Studies
■研究テーマ：現代文学における欲望言説、危機の表象、および

Diplomatic and trade activities of Japanese embassies in
China (15-16 c.), Diaries of Japanese embassies to China,
The Five Mountains (Gozan) and foreign relations in
Medieval Japan, Foreign trade and brokers in Ming-China

岩切 正一郎

生駒 夏美

■著書・論文：‘Itinerant Wordsworth’. The Oxford Handbook to William

Wordsworth. Oxford: Oxford University Press, 2014. ‘Waiting for
Chinggis’ New Internationalist, March 2012, 36-9. http://subsite.icu.ac.jp/
people/simons
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オルバーグ ジェレマイア

教授

ALBERG, Jeremiah L. alberg@icu.ac.jp

D

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：近代哲学史、ルソー、カント、ドイツ観念論
History of modern philosophy, Rousseau, Kant,
German Idealism
■研究テーマ：宗教と暴力の問題。特に聖なる暴力がカ
ント哲学の意識にどのような影響を与えたかの研究。

■著書・論文：ル ソ ー の ス キ ャ ン ダ ル『哲 学』No. 63,
2012（４）61-78.
Beneath the Veil: Reading Scandalous Texts (Michigan State
Univ. Press, 2013)

教授

KOTO, Tomoko

kotoh@icu.ac.jp

上級准教授

Ro, Johannes Unsok

ro@icu.ac.jp

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：聖書学、環境倫理学
Biblical Studies, Environmental Ethics
■研究テーマ：１. ペルシア時代におけるユダヤ共同体の
社会経済史 ２. バビロン捕囚期以後の預言書、詩編、
死海文書における貧者の信仰 ３. モーセ五書の形成
史 ４. 聖書的人間観と環境倫理
1. The Socio-economic Structures of Judean Communities in
Late Persian Era Palestine 2. The Poor in Prophetic, Psalmic
and Qumranic Writings in Post-Exilic Israel 3. The
Formation History of the Pentateuch 4. Biblical
Anthropology and Environmental Ethics

The problem of religion and violence. In particular I am
concerned now with looking at the effect of sacred violence
on consciousness in the philosophy of Kant.

古藤 友子

魯 恩碩

■著書・論文：
『Die sogenannte Armenfrӧmmigkeit im
nackexilischen Israel』
(単著, Walter de Gruyter, 2002);『From
Judah to Judaea: Socioeconomic Structures and Processes in
the Persian Period』
(共著, Sheffield Phoenix Press, 2012)

D

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：中国哲学 Chinese Philosophy
■研究テーマ：１．東アジア基層文化の研究ー易と陰陽
五行説 ２．東アジア漢字文化の諸相の解明
1. The formation of East Asian cultural substrata -The theory
of Yin and Yang and the five natural elements and Yi 2. The
culture of Chinese characters in East Asia.
■著書・論文：
「四時食宜・食禁をめぐる議論と五行説―
四季と五味・五行のつながり」単著、『陰陽五行のサ
イエンス 思想編』京都大学人文科学研究所術数学研
究班編、2011年、pp.49-63

理学専攻

Natural Sciences Program
森本 あんり

教授

MORIMOTO, Anri

morimoto@icu.ac.jp

D

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：神学・宗教学・アメリカ研究・人権論
Religion and Theology, American Studies, Human Rights
■研究テーマ：人間は常に意味の余剰を求める存在である。
宗教的な世界理解は、その人間論的な表現である。そして、
自己と他者の宗教的信念を探求することは、各人がもつ尊
厳の究極的な平等の根拠を尋ねることでもある。詳細はＨＰ
を参照 (http://subsite.icu.ac.jp/people/morimoto/)。

YAJIMA, Naoki

yajima@icu.ac.jp

■担当専修：日本文化研究／超学域文化研究
Japanese Culture Studies/Transcultural Studies
■研究分野：哲学 Philosophy
■研究テーマ：とくにイギリス経験論と大陸合理論の比
較研究
Modern Philosophy with a focus on the comparative study
of British and Continental European philosophy
■著書・論文：
『ヒュームの一般的観点：人間に固有の自
然と道徳』
（勁草書房, 2012）

OSAKI, Keiji

1) Vegetation analysis in urban areas with spatial statistics of
high-resolution remote sensing data 2) Analysis of data
and study of a simulation system 3) Estimation of
vegetation indices with near-intrated images
■著書・論文：Simulated analysis of dependency of vegetation
index on spatial resolution of sensors by QuickBird and
ASTER, Image and Signal Processing for Remote Sensing
X, (2004) pp.9-18

■著書・論文：
『アメリカ的理念の身体：寛容と良心・政教分離・
信教の自由をめぐる歴史的実験の軌跡』
（創文社, 2012年）

教授

教授

■担当専修：数学・情報科学
Mathematics and Computer Science
■研究分野：情報科学 Information Science
■研究テーマ：1）高解像度リモートセンシングデータの
空間統計量による都市域の植生解析 2）データ解析
とシミュレーションシステムの研究 3）近赤外画像
による植生指標の推定

“And who are we? This is why attempts to define human nature
almost invariably end with some construction of a deity.” (Hannah
Arendt) “It is a matter of no small consequence, in some way or
other to prove that there are Gods, and that they are good, and
regard justice more than men do. The demonstration of this would
be the best and noblest prelude of all our laws.” (Plato)

矢嶋 直規

尾崎 敬二

D

ポゴシャン グラント

教授

POGOSYAN, Grant R. grant@icu.ac.jp

D

■担当専修：数学・情報科学
Mathematics and Computer Science
■研究分野：計算機科学理論及び離散数学
Discrete Mathematics and Theoretical Computer
Science
■研究テーマ：論理関数論。関数及び関数族の最適展開、
完 全 性、 数 え 上 げ 算 法 等。 多 値 論 理。 普 遍 代 数
（Universal Algebra）及びクローン理論。
Multiple-Valued Logic, Decomposition of Logic Functions,
Clone Theory and Universal Algebra, Optimization and
Enumeration Problems.
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清水 勇二

教授

ピフル ルカーシュ

SHIMIZU, Yuji		

■担当専修：数学・情報科学 Mathematics and Computer Science
■研究分野：代数幾何学, 弦理論への応用
Algebraic Geometry, Application to String Theory
■研究テーマ：導来代数幾何学に基づく代数多様体の非可換変

形、特に量子代数曲線。代数多様体上の連接層のアーベル圏お
よび導来圏の変形。導来スタックとしてのループ空間とヴィラソロ
代数の関係。

■著書・論文：Symbolic analysis of indicator time series by
quantitative sequence alignment, Computational Statistics
and Data Analysis 53 (2008) 486-495.

■著書・論文：Advances in Moduli Theory, (with Kenji Ueno),

Translations of Math. Monographs, Vol.206, American
Mathematical Society, 2001, 300pp.
複素構造の変更と周期ー共形場理論への応用
（上野健爾氏と共
著）
岩波書店, 2008年, 315pp

教授

SUZUKI, Hiroshi

PICHL, Lukas lukas@icu.ac.jp

1. Sequence alignment and evolutionary distance
2. Numerical methods for scientific computing
3. Statistical analysis of empirical data

Non-commutative deformation of algebraic varieties based on
derived algebraic geometry, including quantum algebraic curves.
Deformation of the abelian category of coherent sheaves and its
derived category on an algebraic variety. Relation of loop spaces as
derived stacks with the Virasoro algebra.

鈴木 寛

上級准教授

■担当専修：数学・情報科学 Mathematics and Computer Science
■研究分野：コンピュータサイエンス応用 Computer
science applications
■研究テーマ：１．シーケンスアラインメント及び進化
距離応用研究 ２．数値解析計算方法 ３．実験デー
タ統計分析

hsuzuki@icu.ac.jp

■担当専修：数学・情報科学 Mathematics and Computer Science
■研究分野：数学（代数的組合せ論）
Mathematics (Algebraic Combinatorics)
■研究テーマ：距離正則グラフ、誤り訂正符号、組合せデザ
イン、有限群とその表現。主としてこれらの構造の枠組みを
あたえるアソシエーション・スキームの構造および表現とそ
れらの関係に興味をもって研究している。

土屋 あい子

上級准教授

TSUCHIYA, Aiko

■担当専修：数学・情報科学 Mathematics and Computer Science
■研究分野：位相幾何学 Topology
■研究テーマ：微分位相幾何学の一分野である変換群論
を研究している。特に非コンパクトリー群の群作用の
剛性やラティスの様子に関心を持っている。
I study transformation groups which is a field of
differentiable topology. Especially I am interested in the
rigidity of actions of non-compact Lie groups and the
structure of the lattices.

Distance-regular graphs, error correcting codes,
combinatorial designs, finite groups and their representation.
Research is focused on the relation between the
combinatorial structures and the representation of
association schemes which determine the underlying
structure.

■著書・論文：Lattices of some solvable Lie groups and
actions of affine groups, Tohoku Math J., 2009/12

■著書・論文：The Terwilliger Algebra Associated with a Set
of Vertices in a Distance-Regular Graph, Journal of
Algebraic Combinatorics 22 (2005), 5-38

山崎 満

教授

YAMAZAKI, Mitsuru		

D

■担当専修：数学・情報科学 Mathematics and Computer Science
■研究分野：解析学（偏微分方程式,双曲型保存則系, 流体
力学, 数理生物）Analysis (Partial Differential Equations,
Hyperbolic Conservation Laws, Fluid Dynamics,
Mathematical Biology)
■研究テーマ：偏微分方程式論. 双曲型保存則系および流体力

■著書・論文：Chun, Wang-Jae et al.,“Au Clusters on TiO2(110) (1

x 1) and (1 x 2) Surfaces Examined by Polarization-Dependent

conservation laws with nonlinear diffusion and nonlinear
dispersion”, Journal of Differential Equations, 228, 2006, 171-190.
S.-Y. Ha and M. Yamazaki, “Lp-stability estimates for spatially
inhomogeneous discrete velocity Boltzmann model”, Discrete and
Continuous Dynamical Systems - Series B, 11, 2009, 353-364.

■担当専修：数学・情報科学 Mathematics and Computer Science
■研究分野：画像処理、マルチメディアデータベース
Image and Video Processing, Multimedia Databases
■研究テーマ：類似画像検索技術（意味的画像映像検索、
画像領域分割、画像映像に自動説明文付与、映像要約）。
携帯端末上の画像検索。画像特徴量抽出技術。マルチ
メディアへの統計的学習タグ付技術。機械学習クラス
タリング技術。ビッグデータ。
Content-based Image Retrieval; Semantic-based Retrieval of
Images and Videos, Segmentation of Natural Images; Automatic
Annotation of Image and Video Data; Image and Video
Summarization. Mobile Devices-based Multimedia Retrieval
Systems. Media features extraction: color, texture, edge and shape.
Statistical Learning Methods for Image and Video Tagging.
Programming Mobile Devices such as Smartphones and Feature
phones; Android; iOS; etc. Multimedia Clustering using Machine
Learning, Cloud System, Bigdata.

CHUN, Wang-Jae

Research interest focuses to explore governing factors of chemical
reactions on catalysts, sensors, and fuel cells, etc. For unraveling
fundamental principle in the chemical reactions, the adsorption
structures of metal or organic molecules on single crystal metal
oxides will be determined by various surface science techniques.

■著書・論文：N . F u j i n o a n d M . Ya m a z a k i , “ H y p e r b o l i c

上級准教授 KUTICSNE MATZ, Andrea 

教授

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：触媒表面化学 Surface Chemistry of Catalysts
■研究テーマ：触媒やセンサー、燃料電池など化学反応の仕
組みを表面科学的手法により明らかにする。単結晶酸化物
表面上の金属や有機分子の吸着構造や電子状態を様々な
表面分析手法により決定し、制御因子の基礎的知見を得る。

学や数理生物に現れる非線形偏微分方程式系を函数解析学的
手法により研究している。
Theory on partial differential equations. Our research is concerned with
the hyperbolic systems of conservation laws and the systems of nonlinear
hyperbolic partial differential equations appearing in the fluid dynamics
and in the mathematical biology via functional analysis methods.

クティチネ マツ アンドレア

田 旺帝

Total Reflection Fluorescence XAFS”, The Journal of Physical
Chemistry C, 117 (2013) 252-257. Full publication list: http://
www.researcherid.com/rid/K-2094-2012

matz@icu.ac.jp

コウ ジュリアン

教授

KOE, Julian

koe@icu.ac.jp

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：無機化学、有機金属化学
Inorganic and Organometallic Chemistry
■研究テーマ：１. 機能性ケイ素高分子：光学活性ならせん高分子の
構造と機能の関係や、高分子の情報伝達への応用の研究。 ２. 有
機ケイ素化学：ヘテロ原子を導入した新規ポリシランやそのモデル化合
物の合成と物性の研究。 ３. 有機遷移金属化学：錯体(触媒のモデ
ル系)の合成と構造、ダイナミクスの研究

1. Functional silicon polymers: investigation of functionality-structureproperty relationship for optically active helical polymers; how polymers can be used to transfer
information.
2. Organosilicon chemistry: synthesis and properties of novel heteroatom-substituted polysilanes and
their model compounds. 3. Organo-transition metal chemistry: synthesis, structure and dynamic
properties of metal complexes.

■著書・論文：・Chirality Control in Optically Active Polysilane Aggregates, by W. Peng, M.

Motonaga and J. R. Koe, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 13822-13826. ・Organopolysilanes, J. R.
Koe in Comprehensive Organometallic Chemistry III, R. H. Crabtree and D. M. P. Mingos, Eds.,
Elsevier Science Ltd, 2006, Vol. 3, pp 549-650. ・Polysilanes, J. R. Koe in Inorganic Polymers, R.
De Jaeger and M. Gleria, Eds., Nova Science Publishers, U.S.A., 2007, Chapter 5 (85 pages).
・Chiroptical Inversion in Helical Si-Si Bond Polymer Aggregates, Nozomu Suzuki, Michiya Fujiki,
Ruth Kimpinde-Kalunga, Julian Robert Koe, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13073-13079.
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久保 謙哉

教授

KUBO, Kenya

kkubo@icu.ac.jp

D

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：放射化学 Radiochemistry
■研究テーマ：ミュー粒子ビームや中性子ビーム、γ線
を利用した物質の化学的性質を解明する研究や、負
ミュー粒子ビームを利用して非破壊で物体の内部の組
成を測定する手法の開発をしている。また環境放射能
の測定を行っている。

准教授

KOBAYASHI, Junji

MINEJIMA, Chika

minejima@icu.ac.jp

My research focuses on understanding (1) destinies of atmospheric
pollutants, especially nitrogen oxides. I use field measurements to
find out sources, chemical reactions and removal processes of
nitrogen oxides, and (2) the source-receptor relationships of
between atmospheric pollutants and greenhouse gases using
atmospheric transport models.

■著書・論文：Chika Minejima, Megumi Kubo, Yasunori Tohjima,

Hiroaki Yamagishi, Yuji Koyama, Shamil Maksyutov, Kazuyuki
Kita, and Hitoshi Mukai, Analysis of ΔO 2/ΔCO 2 ratios for the
pollution events observed at Hateruma Island, Japan, Atmos. Chem.
Phys., 12, 2713-2723, doi:10.5194/acp-12-2713-2012, 2012.

平島 大

教授

HIRASHIMA, Dai

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：理論物理学、特に物性理論、量子多体系の理論
Theoretical physics, in particular, condensed matter
theory and theory of quantum many-body problems
■研究テーマ：固体電子論を中心とする、量子多体問題
の理論研究。超伝導・超流動、磁性、量子輸送現象な
どに関わる理論的な諸問題。
Theoretical study of quantum many-body problems such as
superconductivity, superfluidity, magnetism and quantum
transport phenomena.
■著書・論文：Spin Hall effect in iron-based superconductors:
A Dirac point effect, Phys. Rev. B86, 060507 (2012)

D

Properties and Applications of Diamond, edited by L. S. Pan and D.
R. Kania, Kluwer Academic Publishers, USA (1994).
T. Masuzawa, I. Saito, T. Yamada, M. Onishi, H. Yamaguchi, Y.
Suzuki, K. Onuki, N. Kato, S. Ogawa, Y. Takakuwa, A. T.T. Koh,
D. H. C. Chua, Y. Mori, T. Shimosawa, K. Okano, “Development
of an Amorphous Selenium-Based Photo-detector Driven by a
Diamond Cold Cathode,” Sensors, 13, 13744 (2013).

ヒッツェル エックハルト

上級准教授

HITZER, Eckhard

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：純粋・適用されたクリフォード
（幾何学的）
代数
および微積分学、対称ビジュアル化、
モバイルのセンサー・
ネットワーク、再生エネルギー
Pure and applied Clifford (Geometric) Algebra and Calculus,
Symmetry Visualization, Mobile Sensor Networks, Renewable Energy
■研究テーマ：クリフォードの整変換（フーリエ・クリフォードの変換の

開発および適用）
、結晶学に応用するクリフォード代数、対称ビジュアル
化メディア、クリフォード・ニューラル・ネット、再生エネルギー・システ
ム(光起電力、風、地熱)および教育、モバイルの放射線測定および評価

In the creation of organic compounds having novel properties and functions,
main group element plays an important role in providing the compounds
with the characteristics. Our research interests are to synthesize various
main group element compounds with novel bonding modes and structures
and to elucidate their properties, especially for the construction of novel
hetero-π conjugated molecules, in which heteroatoms are incorporated in
π-conjugated molecules. They are expected to have novel photophysical
properties such as fluorescence, because of electronic interactions between
atomic orbitals of the heteroatoms and π orbitals. we are investigating novel
synergistic fluorescent molecules bearing both donor and acceptor atoms in
the main framework, as well as two dimensionally expanded molecules.

准教授

kenokano@icu.ac.jp

■著書・論文：“Chapter 4: Doped Diamond” in Electronic

junji@icu.ac.jp

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：大気化学 Atmospheric Chemistry
■研究テーマ：1.大気汚染物質である窒素酸化物の発生源、
化学反応、除去過程を野外観測から解明する研究。2.日本
に到来する大気汚染物質・温室効果ガスの発生源を、大気
輸送に関するモデルシミュレーションを用いて解明する研究。

OKANO, Ken

1. Electron Field Emission from Nitrogen-doped CVD Diamond
2. Amorphous Selenium photoelectric conversion films for
photodetector applications
3. Ultraviolet photovoltaic device
using amorphous selenium

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：有機化学・有機典型元素化学
Organic Chemistry・Organic Main Group Element Chemistry
■研究テーマ：従来の有機化合物に典型元素を組み込むこと
によって、新たな性質や反応性を引き出すことを目的に研究
を行っている。特に、典型元素の特性を活かした蛍光性化
合物の開発を中心に研究している。

峰島 知芳

教授

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：物質科学 Material Science
■研究テーマ：１.窒素添加CVDダイヤモンドからの電界電子
放出 ２.アモルファスセレン光導電膜を用いた撮像デバイス
３.アモルファスセレンを用いた紫外光発電デバイス

Studies on the chemical properties of materials by using
muon, neutron and gamma-ray. Development of elemental
analysis method of bulk materials without destruction.
Research on environmental radioactivity.

小林 潤司

岡野 健

Clifford integral transformations (Development and application of Clifford Fourier
transformations), Clifford algebra in crystallography, Symmetry visualization
media, Clifford neural networks, Renewable energy systems (photovoltaic, wind
and geothermal) and education, Mobile radiation measurements and evaluation

■著書・論文：E. Hitzer., C. Perwass, Interactive 3D Space Group

Visualization with CLUCalc and the Clifford Geometric Algebra
Description of Space Groups, Adv. Appl. Clifford Alg., Vol. 20(3-4), pp.
631-658, (2010), DOI 10.1007/s00006-010-0214-z.

D

岡村 秀樹

上級准教授

OKAMURA, Hideki		

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：レーザー物理、光と物質の相互作用、応用光学、科学教育
Laser Physics, Light-matter interaction, Applied Optics, Science education

■研究テーマ：レーザーを用いた分子およびマクロな物体の運動制御、
レーザーによる高強度弾性波の励起とその光学的手法による可視化、
光駆動、外部共振器型半導体レーザー、光ー音響変換、視覚障害者
用ガイダンス装置、障害者用デバイス、文化財研究への光学的手法の
適用、飛行時間型質量分析器の理論的研究、日本の文理問題（２つの
文化）
、批判的思考能力の評価の研究
Controlling motions of objects by laser, Generation of elastic wave by laser
and its visualization, Light driven actuator, External cavity laser diodes,
Light-sound conversion, Guidance system for visually impaired, Devices
for the handicapped, Application of optical methods to the study of cultural
properties, Theoretical analysis of Time-of-Flight mass spectrometer, Puled
light response of photorefractive materials, Science education for adults,
Bun-ri issue in Japan (the Two-Cultures), Study on the evaluation of the
critical thinking ability

■著書・論文：“Evaluation of tracking ability of a phase conjugate mirror
using a CCD array and spatial light modulator for optical energy
transmission” Appl. Opt. 51, 1572-1580 (2012)

石丸 友里

准教授

ISHIMARU, Yuhri 

ishimaru@icu.ac.jp

■担当専修：物質科学 Material Science
■研究分野：天文学/宇宙物理学 Astronomy/Astrophysics
■研究テーマ：１. 我々の銀河系の形成と化学進化の研究
２. 銀河進化に見る超新星爆発の元素合成と貴金属の
起源 ３. すばる望遠鏡を用いた第一世代星の化学組
成の測定 ４. 矮小銀河, 楕円銀河, 渦状銀河の形成と
進化 ５. 銀河団の形成と進化、および宇宙の化学進
化
1. Formation and chemical evolution of our Galaxy
2. Nucleosynthesis in supernovae and the origin of precious
metals implied from the Galactic evolution 3. Observations
of the chemical compositions of first generation stars using
the Subaru telescope 4. Formation and evolution of dwarf
galaxies, ellipticals, and spirals 5. Formation and evolution
of clusters of galaxies and cosmic chemical evolution
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小林 牧人

教授

KOBAYASHI, Makito		

D

■担当専修：生命科学 Life Science
■研究分野：魚類生殖生理学、水産増養殖学、保全生物学
Reproductive physiology of fish, Aquaculture, Conservation
biology
■研究テーマ：魚類の性行動の神経・内分泌系による調
節．養殖魚の性成熟促進のための組換えホルモンの作
製．環境要因が魚類の性行動に及ぼす影響

MIZOGUCHI, Tsuyoshi

RIDGE, Robert W.

物根毛への感染初期過程に重点を置いた検討 ２．植物細胞核の運動について
３．植物細胞表層の糖成分の検討と、その細胞間コミュニケーションでの役割について
1. Microtubule dynamics in plant root hairs, particularly during the early
infection events between legumes and rhizobia. 2. Plant cell nuclear
movement. 3. Plant cell surface sugars and their role in communication

■著書・論文：Perrine-Walker F.M., Lartaud M., Kouchi H. and Ridge R.W.

(2014) Microtubule array formation during root hair infection thread initiation and elongation in the
Mesorhizobium-Lotus symbiosis. Protoplasma 02/2014 DOI 10.1007/s00709-014-0618-z. Perrine-Walker F.M.,
Kouchi H. and Ridge R.W. (2014) Endoplasmic reticulum targeted GFP reveals ER remodelling in Mezorhizobiumtreated Lotus japonicus root hairs during root hair curling and infection thread formation. Protoplasma 12/2013
DOI 10.1007/s00709-013-0584-x. Hideg Éva, Beáta Vitányi, Annamária Kósa, Katalin Solymosi, Károly Bóka,
Sungae Won, Yumi Inoue, Robert W. Ridge, Béla Böddi. (2010) Reactive oxygen species from type-I
photosensitized reactions contribute to the light-induced wilting of dark-grown pea (Pisum sativum L.) epicotyls.
Physiologia Plantarum 138:485-492. Vassileva, V.N., H. Kouchi, and R.W. Ridge (2005) Microtubule Dynamics
in Living Root Hairs: Transient Slowing by Lipochitin Oligosaccharide Nodulation Signals. Plant Cell 17(6):1-11.
Ridge R.W. and Emons A.M.C. (2000) Root Hairs: Cell and Molecular Biology. Springer-Verlag, Tokyo. Ridge
RW, Uozumi Y, Plazinski J, Hurley U and Williamson RE (1999) Developmental transitions and dynamics of the
cortical ER of Arabidopsis cells seen with green fluorescent protein. Plant Cell Physiol. 40(12):1253-1261.

■著書・論文：Munakata, A. and Kobayashi, M. (2009) Endocrine
control of sexual behavior in teleost fish. Gen. Comp. Endocrinol.
165: 456-468. Saoshiro, S., Kawaguchi, Y., Hayakawa, Y., and
Kobayashi, M. (2013) Sexual bipotentiality of behavior in male
and female goldfish. Gen. Comp. Endocrinol., 181: 265-270.

教授

教授

■担当専修：生命科学 Life Science
■研究分野：植物細胞学 Plant cell biology
■研究テーマ：１．植物根毛でのミクロチューブルの動態、特に根粒菌の豆科植

Neural and endocrine control of fish sex behavior.
Production of fish recombinant hormones for promotion of
sexual maturation in aquaculture fishes. Influence of
environmental factors on sexual behavior of fish

溝口 剛

リッジ ロベルト

mtsuyoshi@icu.ac.jp

小瀬 博之

上級准教授

KOSE, Hiroyuki

■担当専修：生命科学 Life Science
■研究分野：分子代謝学、発生生物学
Molecular metabolism, Developmental biology
■研究テーマ：ショウジョウバエを用いた、１）糖および脂質の恒

■担当専修：生命科学 Life Science
■研究分野：植物分子遺伝学、植物生理学、分子生物学、生化学
Plant Molecular Genetics, Plant Physiology,
Molecular Biology, Biochemistry
■研究テーマ：光周性、概日リズム、花成制御、環境ス
トレス応答

常性機構の解析（２型糖尿病の遺伝学）
、２）分裂回数が４回に
制御されている精原細胞の分裂に関する機構の研究

Photoperiodism, Circadian rhythm, Control of flowering
time, Responses to environmental stresses

Using Drosophila as a model, we study 1) the mechanisms of
homeostasis of sugar and lipids in the light of understanding the
molecular basis of type 2 diabetes; 2) the mechanisms of tightly
controlled spermatogonia proliferation.

■著書・論文：Mizoguchi et al., Developmental Cell 2002;
Mizoguchi et al., Plant Cell 2005; Fujiwara et al., Plant Cell
2008; Takahashi, Mizoguchi et al., Molecular Cell 2011;
Hara et al., Plant Biotechnol. 2014; Sugiyama et al., Plant
Biotechnol. 2014

■著書・論文：Single diabetic QTL derived from OLETF rat is a

sufficient agent for severe diabetic phenotype in combination with
leptin-signaling deficiency.Kose H, Yamada T, Matsumoto K.Exp
Diabetes Res. 2012;2012:858121. doi: 10.1155/2012/858121. Epub
2012 Dec 5.

布柴 達男

教授

NUNOSHIBA, Tatsuo

nunoshiba@icu.ac.jp

河内 宏

オスマー記念科学教授

KOUCHI, Hiroshi

■担当専修：生命科学 Life Science
■研究分野：植物生理学、植物分子生物学、植物分子遺伝学
Plant physiology, Plant Molecular Biology,
Plant Molecular Genetics
■研究テーマ：マメ科植物と根粒菌の共生窒素固定、根粒特

■担当専修：生命科学 Life Science
■研究分野：生命科学 Life Science
■研究テーマ：大腸菌、高度好熱菌、出芽酵母におけるゲノム情報維持機構、
防御遺伝子発現制御機構の解析（活性酵素に対するDNA修復などの防御機構、
突然変異誘発機構の解析、非変異・発がん物質のゲノム不安定化機構の解析など）

Mechanisms of Genomic Integrity and of Gene Regulation for the Defense System in
Escherichia coli, a thermostable eubacteria Thermus thermophilus and Saccharomyces
cerevisiae (Defense systems including DNA repair systems against oxidative stress.
Mutagenesis induced by oxidative stress. Genomic instability induced by
non-genotoxic carcinogens).

■著書・論文：Fang X, Nunoshiba T, Yoshida M, Nishikawa A, Nemoto K, Degawa M, Arimoto S, Okamoto K,

Takahashi E, Negishi T, Effects of Oral Administration of Non-genotoxic Hepato-hypertrophic Compounds on Metabolic
Potency of Rat Liver, Gene and Environment, 36, 1-9 (2014). Hiratsu K, Shiotani S, Makino K, Nunoshiba T, Construction
of a supF-based system for detection of mutations in the chromosomal DNA of Arabidopsis, Molecular Genetics and
Genomics, 288, 707-715 (2013). Nunoshiba T, Kuraoka I, Ibuki Y, Narumi I, Challenge to Conquer Cancer ~New Trends
in Mutation Research, Genes and Environment, 34, 55-57 (2012). Yamamoto A, Nunoshiba T, Umezu K, Enomoto T,
Yamamoto K, Phenyl hydroquinone, Ames test-negative carcinogen, induces Hog1-dependent stress response signaling;
implication for aneuploidy formation in Saccharomyces cerevisiae, FEBS Journal, 275, 5733-5744 (2008). Hori M,
Ishiguro C, Suzuki T, Nakagawa N, Nunoshiba T, Kuramitsu S, Yamamoto K, Kasai H, Harashima H, Kamiya H, UvrA and
UvrB enhance mutations induced by oxidized deoxyribonucleotides, DNA Repair, 6, 1786-1793 (2007). Nunoshiba T,
Watanabe E, Takahashi T, Daigaku Y, Ishikawa S, Mochizuki M, Ui A, Enomoto T, Yamamoto K, Ames test negative
carcinogen, ortho-phenylphenol, binds tubulin and causes aneuploidy in buding yeast, Mutation Res, 617, 90-97 (2007).

異的遺伝子の機能解析、根粒共生系の進化
Nitrogen Fixation in Legume-Rhizobium Symbiosis, Functional
Analysis of Nodule-Specific Genes, Evolution of LegumeRhizobium Symbiosis

■著書・論文：Hakoyama, T., Niimi, K., Watanabe, H., Tabata, R.,

Matsubara, J., Sato, S., Nakamura, Y., Tabata, S., Jichun. L., Matsumoto, T.,
Tatsumi, K., Nomura, M., Tajima, S., Ishizaka, M., Yano, K., ImaizumiAnraku, H., Kawaguchi, M., Kouchi, H. and Suganuma, N. (2009) “Host
plant genome overcomes the lack of a bacterial gene for symbiotic nitrogen
fixation,” Nature 462(7272): 514-517Kouchi, H. (2011) Symbiotic Nitrogen
Fixation. In “Plant Metabolism and Biotechnology: Eds. H. Ashihara, A.
Crozier and A. Komamine” pp.67-102 John Wiley & Sons, Ltd.

大学院共通科目

School-wide Interdisciplinary Course
岩田 祐子

教授



IWATA, Yuko

■担当：研究者のための論文作成法（英語）
Writing for Researchers (English)

田中 和美

教授



村上 むつ子

非常勤講師



MURAKAMI, Mutsuko

■担当：現場実習による専門学習
Field Research and Professional Learning

TANAKA, Kazumi

■担当：研究者のための論文作成法（日本語）
Writing for Researchers (Japanese)
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進 路・キャリアガイダンス
After Graduation

進路支援

Careers after ICU Graduate School

みなさんは大学院を修了後、どのようなキャリアプランを描いていますか？ ICU では就職支援を広い意味で、教育の一環としてとらえ、
学生が画一的な社会風潮に流されることなく、自らの適性を活かし社会に貢献できる職業を選んで欲しいという考えに基づき支援し、大学
院修了生の就職も教育・研究機関を中心に多方面にわたっています。４月生・９月生、国籍の違いを問わず、一人ひとりのニーズに向き合
いきめ細やかな進路支援を行っています。支援行事や進路先については、大学ホームページにてご確認ください。http://www.icu.ac.jp/
What kind of future do you design after graduation? In a broad sense of the word, “placement,” or career services, is viewed as an integral part of
the education ICU offers. The Placement Group assists students in finding careers best suited to their skills and interests so they can make successful
contributions to society. Those completing graduate school have been active in various fields, especially education and research. The Placement Group
holds events and provides information regardless of students’ nationality or when they entered ICU (i.e., April entrants, September entrants). For more
details information, please refer to our website: http://www.icu.ac.jp/

本大学院生の進路（2008年度〜2012年度）

Employers/destinations of ICU Graduate School graduates (April 2008-March 2013)

一般企業 Company
新潮社
三菱鉛筆
イデアインターナショナル
ジェーエムエーシステムズ
デロイトトーマツコンサルティング
構造計画研究所
宮沢クリニック
ワークスアプリケーションズ
日本情報通信システム
Bank of Foreign Trade in Vietnam
Social Impact Research in Boston
Focus Corporation

武田薬品工業
タムラ製作所
すが野
クレスコ
ノバレーゼ
社会福祉法人 同仁会
横浜市立大学附属病院
エバラCJフレッシュフーズ
ユーシン
ジャスコインタナショナル
Vermilion Capital Management
グレイステクノロジー

国際基督教大学
早稲田大学 教員
東京大学
光塩女子学院
東京電機大学
Khon Kaen University
大阪府立学校
神奈川学園中学校・高等学校
中日本自動車短期大学

洗足学園中学校高等学校
青山学院大学
教育関連
代官山メディカル
西町インターナショナルスクール
明治大学
横浜富士見学園中学高等学校
清泉女子大学 教員
Davao Oriental State College of Science and Technology

インターソフト
日本エー・エス・エム
エイチ･アイ･エス
アサツーディ･ケイ
NECデザイン＆プロモーション
NTTソフトウェア
加藤レディスクリニック
デンタルクリニック
PAS心理研究所
HUB Tokyo

教育 Education
Foreign Trade University（Teaching Assistant）
明星学園中学校・高等学校
関東学院中学校高等学校
東洋大学
学校法人自由学園
Foreign Trade University
Cebu Technological University
University of Philippines

非営利団体 Association/ Non-Profit Organization
東京財団
社会福祉法人武蔵野
社会福祉法人仙台キリスト教児院小松島子どもの家
Mongolian Development Research Center

NPOこげら会 ケアこげら
NPO HOPE 81
PAS心理教育研究所
Relationships Australia

一般財団法人日本国際協力システム
Australian Red Cross
Japan ICU Foundation

公務員 Public Service
Cebu State College of Science & Technology
Department of Foreign Trade and Economic Cooperation
European Commission on Humanitarian Aid Department in Bangkok
Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan
Ministry of Foreign Economic Relation
Philippine Veterans Affairs Office
State Ethnic Affairs of P.R. China
State Intellectual Property Office of China
Subic Bay Metropolitan Authority
Supreme Court of the Philippines
Tarlac College of Agriculture
United Nations University, Peace and Governance Program
福山市役所

Ho Chi Minh Investment Fund Development
National Economic and Development Authority (Philippine Government)
National Statistical Coordination Board
United Nations World Food Programme
United Nations Development Programme in Bangui
西東京市教育相談
Commission on Audit, Philippines
Office of the Ombudsman Philippines
外務省在外公館専門調査員
相模原市青少年教育相談センター
東京都庁
中国国家郵政局
Department of Agriculture Quedancor（Government）

Vietnam Ministry of Industry and Trade
State Intellectual Property Office of P.R China
外務省（東ティモール大使館）専門調査員
千葉県警察
相模原市役所
調布市役所
Government, Industrial Services Bureau, Sri Lanka
Government, Philippine
Government, Sri Lanka
Sabaragamuwa Provincial Council, Sri Lanka
State Intellectual Property Office
国家工商総局、中国

進学 Seeking higher degree
国際基督教大学大学院（博士後期課程）
首都大学東京大学院 理工学研究科
早稲田大学大学院

広島大学高等教育開発研究教育センター
総合研究大学院大学 生命科学研究科
Concordia University Department of Sociology & Anthropology 日本医科大学大学院 医学研究科
大東文化大学大学院 アジア地域研究科（博士後期課程） Graduate School of Education, Indiana University
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資格取得 （必要要件や登録方法などの詳細についてはお問い合せください。）

◎高等学校及び中学校教諭専修免許状
本学で課程認定を受けている免許状一覧
取得できる免許状の種類

専攻
心理・教育学

大学院

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

英語、国語、数学、理科、社会、宗教

英語、国語、数学、理科、地理歴史、公民、宗教

社会

地理歴史、公民

比較文化

国語、社会、宗教

国語、地理歴史、公民、宗教

理学

理科、数学

理科、数学

アーツ・サイエンス研究科 公共政策・社会研究

◎学芸員
学芸員課程に登録し、規定の単位を修得すると、博物館法に則り本学の「学芸員課程修了証書」が授与されます。博物館実習はキャンパス
内の博物館「湯浅八郎記念館」で行います。

卒業生の声

行政学研究科

Voice of Graduates

博士後期課程

田中 極子さん

Ms. TANAKA, Kiwako

防衛省防衛研究所

研究員

心理・教育学専攻 言語教育専修

宮崎 祐さん

Mr. MIYAZAKI, Yu

埼玉県立朝霞西高等学校 勤務

私が博士号取得を目指した理由は、
将来的に実務を行う上で、
社会経験から得る知識だけでは限界のある事柄に対して、
深みを持たせ、
自分の携わる業
務や社会の仕組みを一層理解したかったからです。
常に実務に携わりながら、
有益な思考力及び深い知識を身に着けたいと考えていたことから、
博士課
程に進学後、
外務省の専門調査員として、
在オランダ日本大使館にて化学兵器禁止条約に関連する業務を3年、
在ジュネーブ日本政府軍縮代表部にて2
年間勤務し、
帰国後は東京にて内閣府国際平和協力本部（PKO）
事務局にて研究員として勤務を続けました。
博士論文では、
オランダとジュネーブで関
わった軍備管理を中心にまとめました。
自分が関わってきた実務での経験を噛み砕き、
理論的に整理できたことは私自身にとって大きな意味がありまし
た。
これらの勤務経験や博士論文執筆を通して学んだことを活かして、
現在は、
防衛省防衛研究所にて研究員をしています。
ICUの博士後期課程は、
基本的には指導教官や関連する分野の先生方から個別に指導していただきますので、
仕事と研究を両立することが可能です。
両
立することは大変ですが、
ICUのメリットは、
先生方が学生の博士号取得に向けて丁寧に辛抱強く指導してくださることです。
毎回指導に伺うたびに構想
が変わっていても、
学生自身の関心の方向へと執筆できるように導いてくださいます。
また、
大学院事務室の職員の方々も、
学生の博士号取得に向けて、
時には指導教授以上に厳しく、
またその一方ではまるで我がことのように親身に相談に乗ってくださいます。
もっとも、
両立が可能であると言っても、
一
時的には仕事量を減らし、
博士課程の学業を最優先しなければならない時期があります。
博士候補資格試験の準備時、
博士論文中間報告の提出に向けた
時期、
そして、
最終的な博士論文提出に向けたラストスパートの時期です。
仕事の繁忙期との兼ね合いや業務量等を考慮し、
あらかじめ博士号取得に向け
たスケジュールを組み、
計画的に準備をすることが求められます。
その調整がうまくできれば、
社会人を続けながらに博士号を取得して、
将来のキャリア
アップに結び付けたいと考えている方には、
ICUで博士課程に進学されることを強くお勧めします。
One of my main reasons for pursuing a Ph.D. was to gain an in-depth understanding of my duties and structures of society beyond the knowledge I can gain
from professional experience and that I believed would be valuable for my future career.
As I was trying to integrate theoretical comprehension into my professional practice, I was pursuing both my professional career in the Japanese government
and a doctoral degree at ICU. Professionally, I was working as a member of the Japanese government in the area of disarmament and arms control. My
overseas posts included the permanent delegation of Japan to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in the Netherlands for three
years, and the Japanese delegation to the Conference on Disarmament in Geneva, Switzerland for two years. In my doctoral dissertation, I focused on the arms
control regimes that reflected the very subject, which I was responsible during my assignments in these delegations. Examining and analyzing these theories
in my professional career greatly benefited drafting my dissertation and understanding of what I have actually devoted to in my professional career. In fact, my
professional and academic careers have let to my current position as a researcher at the National Institute for Defense Studies, Ministry of Defense, as a result
of my uniquely connected experience.
The ICU doctoral program design with its unique approach allowed me to keep my job and study at the same time. Such flexibility was possible because
my advisors were willing to work with me, understanding my various commitments domestically and internationally. But an even greater benefit of being a
doctoral student at ICU was its faculty members who provided their support and guidance with a focus on finishing the degree. In addition, the administrative
assistance from the staff members at the graduate school office also played a crucial role in completing my work in a limited timeframe. The staff members
provided advice and guidance empathetically regarding administrative duties and responsibilities sometimes even much more important than research advising
from the advisors in some occasions.
Having all the above at ICU, I had to devote time to finish my research process: during the preparation for the candidacy exams, before the submission of interim
report and the final phase of writing the dissertation. For these occasions, I had to prepare my research plan strategically and intricately. Considering the job
workload, responsibilities, and the dissertation my schedule was sometimes overwhelming. However, in the end, I had to take responsibility and finish my research
on my own. Bearing such a work-study-life balance in mind, ICU allowed me the most flexibility available. I gained valuable academic experience as a doctoral
student at ICU, and it provided all the necessary assistance I needed to accomplish my goal while keeping my professional career. I found the ICU doctoral
program to be the perfect match with my goal and needs, and ICU turned out to be a great university for a working professional to obtain Ph.D.

私は二年間、
富山真知子教授のもとで、
英語教育、
第二言語習得について学びました。
私は以前から英語教師として働くことを目標にしてきたので、
日英バ
イリンガル教育という目標を掲げているICUで学ぶことは非常に魅力的でした。
平成25年度施行の学習指導要領が示しているように、
高校の英語の授業
は英語で行わなくてはなりません。
これは非常に高いレベルの英語運用能力を教師に求めることになります。
またそれとは別に私は以前から協調学習、
特
に英語の授業におけるペアワークの役割に関して興味があり、
研究をしたいと思っていました。
自分自身の英語力を磨きつつ、
研究を進めていくにはどう
したらいいか、
これを考えつめた結果、
ICUで研究をすることに行きつきました。
ICUの良さは少人数制授業、英語開講科目の多さなど、英語教師を目指していたわたしにとっては魅力的なものばかりでしたが、中でも一つ上げると
したら、ICU図書館の英語教育関連の書物の充実度です。英語教育、SLAはもちろん、数多くの英語の検定教科書を過去のものから遡って閲覧するこ
とができるのは有益でした。非常に多くの時間をICU図書館で過ごしました。
私は昨年の夏に教員採用試験を受けましたが、その時期は修士論文の執筆に追われていたため、試験の勉強にあまり時間を割くことができま
せんでした。それでも合格することができたのは、ICUでの授業の内容がそのまま教員採用試験に訳だったからだと思います。例えば、専門
科目(私の場合は英語ですが)に出題される英語教育、第二言語習得に関する問題は殆ど全て授業での内容を復習することでカバーをすること
ができたので、かなりの時間の節約になりました。また二次試験で行われた英語面接には、普段から英語でのグループディスカッション中心
の授業を受けていたためか緊張することなく臨むことができました。
卒業後は埼玉県の公立高校で英語教師として教壇に立ちます。同じ英語教育とはいえ、ICUで学んだ英語教育と実際の教育現場での英語教育は大きく
ことなるでしょう。しかし、これまでに学んできた言語学習、言語習得、バイリンガル教育の知識をどれだけ実践の場で活かすことができるのか今から
非常に楽しみです。ICUで学んだことを生徒たちに還元していければと思います。
I studied English Education and Second Language Acquisition (SLA) for two years under Professor Machiko Tomiyama. With the dream of becoming an English teacher, I was
attracted to ICU, which is known for its bilingual education in English and Japanese. As indicated in the teaching guidelines, high school English classes should be conducted in
English. This requires English teachers to acquire a high level of English competence. Moreover, I also have been interested in researching collaborative learning for long time, in
particular the role of pair work in English classes. In order to not only improve my English skills but also conduct research on SAL, I decided to study at the Graduate School of
International Christian University.
There are many advantages to studying at ICU such as the small class sizes and the variety of courses conducted in English. In particular, the variety of English Education related
books available at the ICU Library were one of the most attractive points for me. It was beneficial to read books about SLA as well as current and older English textbooks. I
remember spending most of my time in the ICU Library studying. Although I had a teacher employment examination last summer, I was so busy conducting an experiment and
analyzing data for my research at that time that I was not able to devote much time to studying for the exam. Despite that fact, I was able to pass the examination because my
classes at ICU contributed directly to the examination. For example, in my case, I was able to cover knowledge regarding English Education and SLA by simply reviewing my
Teaching Method of English and SLA classes. This allowed me to save a lot of time. In addition, during the second round of the examination, I wasn’t nervous at all during the
English interview portion because I was accustomed to discussing issues in English in my ICU classes.
After Graduating from ICU, I will work at a public high school in Saitama prefecture as an English teacher. Although what I learned at ICU may differ greatly from
actual high school English classrooms, I am looking forward to teaching and facilitating students and utilizing my knowledge of Language Education and SLA.
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研究実績
Research Activities

ICUには8つの研究所・研究センターがあり、研究活動を行っています。

またセミナーや講演会、シンポジウムを開催し、国内外の優れた研究者・知識人と接する機会を学生に提供しています。
ICU has 8 research institutes devoted to different disciplines.
While involved in research activities, these institutes plan and sponsor conferences, lectures, symposiums and seminars
and provide students with opportunities to meet excellent scholars from Japan and overseas.

教 育 研 究 所 IERS

平 和 研 究 所 PRI

The Institute of Educational Research and Service
URL：http://subsite.icu.ac.jp/iers/

The Peace Research Institute
URL：http://subsite.icu.ac.jp/pri/

社 会 科 学 研 究 所 SSRI

日本 語 教 育 研 究 センター RCJLE

The Social Science Research Institute
URL：http://subsite.icu.ac.jp/ssri/

The Research Center for Japanese Language Education
URL：http://subsite.icu.ac.jp/rcjle/rcjlej/index.html

キリスト 教 と 文 化 研 究 所 ICC

高 等 臨 床 心 理 学 研 究 所 IASCP

The Institute for the Study of Christianity and Culture
URL：http://subsite.icu.ac.jp/icc/

The Institute of Advanced Studies of Clinical Psychology
URL：http://subsite.icu.ac.jp/iascp/index.html

アジ ア 文化研 究 所 IACS

ジェンダー 研 究 センター CGS

The Institute of Asian Cultural Studies
URL：http://subsite.icu.ac.jp/iacs/

科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金交付実績

The Center for Gender Studies
URL：http://subsite.icu.ac.jp/cgs/

Examples of Research Performance by Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI)

研究課題
外国資本と途上国の環境
多文化共生社会における福祉国家の制度構想―日独の比較研究―
イギリス道徳感覚学説とヒューム道徳哲学の成立：自然から規範へ
相転移力学の保存則・流体力学に現れる非線形双曲型偏微分方程式系の解の構造
アジアと欧米の二国間援助機関の比較−教育機会拡大の運動にみる相似と相違
ハーフメタル強磁性体における電子相関効果の研究
公害資料館というメディアの役割
アンジェラ・カーターの作品におけるジェンダー・パフォーマティビティの研究
アフリカ系アメリカ人の愛国心の特徴とその形成要因
中国飲食文化と陰陽五行説
地球環境ガバナンスにおける制度化の課題
第二言語習得におけるストレス要因：測定法と成功へのかかわり
日本とオーストラリア、EU、NATOとの安全保障対話ー域外活動の影響
Quality and pedagogical guidelines for Open Educational Resource (OER) use in higher education: Matching with culture and teaching contexts
復興支援のジェンダー分析：武力紛争後の元女性兵士の社会復帰から
ジョナサン・エドワーズ研究の国内拠点設置とその初期運営
19世紀後半の中国における地方軍事勢力と社会変容——郷勇と諸反乱
17世紀イングランドにおける宗教政治と音楽の関係についての歴史研究
近世フランスにおける権力の再編と宗教ーーパリとカトリック改革
人間の安全保障からレジリエンスへ？世界経済危機後の政治的アイデンティティ
国際通貨基金と世界銀行の金融政策への影響の検討
投機的バブルとバブル崩壊のモデルの構築とその実証的検証
在日・在外外国人コミュニティにおけるコミュニティ感覚の国際比較研究
エチニレンを基本ユニットとしたπ共役系モジュールによる両極性型分子の網羅的合成
単層膜配位高分子の表面構造解明
光周期補償性メカニズムの解明
グローバル化の中の政策システムと公務員制度の研究
高度好熱菌における遺伝学的解析ツールの構築とゲノム情報維持機構の解明
Kant's Religious Solution to Reason's Self-Subversion
琉球列島の音楽における「声意識」
西洋古典文学における死生観表現の源流と展開に関する文献学的・比較作品論的研究
無国籍者への国際的対応：難民レジームからの理論的・実践的研究
銀行合併が顧客企業の活動に与える影響
企業家と共同企業家：市場と問題解決コミュニティにおける社会問題の解決
関係性を深める思春期グループの基礎技法整備と研修システム構築
アフリカにおける親・コミュニティの学校参加と学習成果との関連に関する比較研究
Completely Regular Clique Graph の研究
階層的構造形成論に基づく銀河の化学進化より探るrプロセスの起源
コンパクトデジタルカメラ画像から推定の植生指標を高精度化する手法開発
Contemporaneous Translation as an intermedial cultural practice: refinding relationships among hybrid cultural
productions, the hyper-local environment, and the online network
価値観としての母親業：その再生産の仕組み
ＥＵ情報通信法制の研究—独立行政機関の在り方を中心に—
現代的なコミュニケーションにおける笑いと障がい者表象のポリティクス
荻生徂徠とその一門の音楽思想―「楽」から見る江戸思想史―
日・米・イスラエル・パレスチナにおけるウォーター・リテラシーに関する調査
酸素と二酸化炭素比観測、モデル、逆推定法を用いた東アジアの使用化石燃料分布測定

採択期間
平成25〜29年度
平成22〜26年度
平成23〜27年度
平成23〜26年度
平成24〜26年度
平成24〜26年度
平成24〜26年度
平成25〜29年度
平成24〜26年度
平成24〜26年度
平成24〜27年度
平成24〜26年度
平成24〜26年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜29年度
平成25〜27年度
平成25〜28年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成25〜27年度
平成26〜28年度
平成26〜30年度
平成26〜28年度
平成26〜28年度
平成26〜28年度
平成26〜28年度
平成26〜29年度
平成26〜28年度
平成26〜29年度
平成26〜30年度
平成26〜28年度
平成26〜28年度
平成26〜28年度
平成24〜26年度
平成26〜28年度
平成26〜28年度
平成23〜26年度
平成23〜26年度
平成24〜26年度
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奨 学金

Financial Aid

本学大学院では、より充実した学修および研究活動を
送っていただくために、さまざまな奨学金や奨励金を
設けています。
At the ICU Graduate School,
we have various scholarships and grants to enhance student life and research.

「大学院 給付奨 学金」
（ 博 士 前 期 課 程 対 象 ）The Graduate School Scholarships (for Master’s Course Students)
博士前期課程の学生に学業成績と経済的必要度を考慮した上で、年度毎
に年間授業料および施設費の１/３を給付します。入学前と在学中に１度
ずつ応募のチャンスがあります。給付期間はそれぞれ１年間です。返済の
義務はありません。

Students of Master’s course are granted up to 1/3 of the annual tuition and
facilities fees based on academic performance and financial need. The call for
applications will be twice, once during the admission process and once during
the students’ second academic year. No return payments are required.

◎【ICU大学院新入生給付奨学金（博士前期課程対象）】
本奨学金は大学院博士前期課程の新入生を対象とし、入学願書提出
時に応募を受け付けて選考を行い、選考結果を合格発表時に通知しま
す。採用されると入学時第一学期目の授業料および施設費が給付され
ます。これにより入学時の納付金は入学金のみとなります。

[For Newly Entering Students (Master’s course Students)]
The applications for this scholarship will be accepted in the admissions
process. ICU will notify applicants if they are chosen for the scholarship when
offering them admission to the Graduate School. The recipients of this scholarship will be exempted from the tuition and facilities fees of their first term of
the first year at ICU. The only school fee to be paid before matriculation will
be the matriculation fee.

◎【ICU在学生給付奨学金（博士前期課程対象）】
本奨学金は博士前期課程の在学生（原則、日本国籍の学生）を対象と
し、毎年冬学期に募集と選考を行います。採用されると、年間授業料
および施設費の１/３を給付します。標準修業年限内に一度のみ応募で
きます。

[For Japanese nationals and permanent/long-term resident students (Master’s
Course Students)]
The applications for this scholarship will be accepted in the winter term.
Students may apply once within 2 years from matriculation during his/her
standard period of enrollment.
The recipients of this scholarship will be granted up to one third of the annual
tuition and facilities fees.

「外国人留学生奨学金」
（外国籍博士前期課程学生対象）ICU Non-Japanese Student Scholarship (for master’s course foreign nationals)
博士前期課程の外国人留学生のための奨学金です。学業成績、経済的必
要度などに基づく選考を経て、年間授業料および施設費の30％、３分の
１、２分の１、あるいは３分の２相当額が減免されます。返済の義務はあ
りません。

Non-Japanese master’s course students can apply for this tuition reduction
scholarship. The amount of the scholarship (30%, one third, one half or two
thirds of the annual tuition) will be determined by academic performance and
financial need. No return payments are required.

「大学院博士後 期課程学生研究 奨 励 金」ICU Research Scholarship for Doctoral Students
博士後期課程に在学する学生を対象に、研究活動の支援を目的に年額
127,000円を支給します。返済の義務はありません。年１回で、標準修業
年限内に３回まで受給できます。

A scholarship of ¥127,000 per year is granted to students attending the doctoral
program to support their research. Students may apply annually up to three
times within 3 years from matriculation during his/her standard period of
enrollment. No return payments are required.

「大学院学生学 会 研究 発 表 奨 励金」The Graduate School Students Research Presentation Grant
学会において研究発表をする大学院学生に対して、１回あたり３万円を
支給します。年１回までの支給で返済の義務はありません。

Graduate students presenting their research to an academic society are eligible
for a grant of ¥30,000 per occasion. Application can be made once per
academic year. No return payments are required.

日本政 府（文部 科 学省）奨 学金（研究留学生）The Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship (Research Students)
授業料・施設費の全額および毎月の生活費が支給される奨学金を希
望する方には、日本政府（文部科学省）奨学金をお勧めしています。
国際基督教大学では国費外国人留学生（研究留学生）を8年以上受入
れています。
この奨学金には主に3つの種類があります：
在外の日本大使館や総領事館で申し込む
「大使館推薦」
（応募時期：春）
１）
２）ICUと交換留学協定を結んでいる協定校を通じて申し込む「大学
推薦」
（応募時期：冬）
3）ICUに私費留学生として入学した後にICUを通じて応募する「国内
採用」
（応募時期：秋～冬）。
いずれも日本で研究することを目的としている方が対象です。標準年
限以内に修了しなければならないという制約がありますが、ICUでは
英語で専門の授業が受けられることや教員のきめ細かい指導が受け
られることが評判となっています。応募時期や申請書類の入手につい
ては１）は大使館、２）は協定校の交換留学担当部署、３）ICU学生
サービス部にお問い合わせください。選考方法や一般的な質問に関し
ては大学院事務グループにお問い合わせください。

For those who wish to receive a full scholarship including full tuition and
facilities fees and monthly stipend, ICU recommend you apply for the Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship. ICU Graduate
School has been accepting international students who receive this scholarship for over 8 years.
ICU accepts mainly 3 types of the MEXT scholarships.
1) Embassy recommendation: which you apply for through an embassy or
consulate general of Japan overseas (application period Spring)
2) University recommendation: which you apply for through a partner
university of ICU (application period: winter)
3) “kokunai saiyo”: which you apply for after entrance to ICU (application
period: autumn~winter)
This scholarship is targeted for those research that take place in Japan. ICU
is renowned for offerings of English-instructed courses and one-to-one guidance from professors. If you wish to know more details about application
deadline and forms, for 1), please ask embassy/consulate general of Japan;
for 2), please ask international office of the university you graduated from;
and for 3), please consult ICU student affairs office.
If you have general questions or screening process, please ask the Graduate
School admissions staff at gs-adm@icu.ac.jp
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図書館本館／オスマー図書館
Main Library / Mildred Topp Othmer Library

ICU図書館ホームページ
http://w w w-lib.icu.ac.jp/

http://www-lib.icu.ac.jp/

2014年版週刊朝日「大学ランキング」

☆The Best University Library of the year 2014!

大学図書館総合ランキング第１位

The library is ranked number ONE among all Japanese Universities in 2014, according to
ASASHI Weekly Magazine Survey.
☆The number of annual the ICU items checked about is about 5.8 times the national average.

年間貸出冊数は全国平均の約5.8倍

開架方式で書籍・雑誌が利用できる図書館本館と、ネットワークを介した「メディア・ライブラリー」のコンセプトのもとに誕
生したミルドレッド・トップ・オスマー図書館が、各階のブリッジで結ばれています。これによって、図書や雑誌と最新の電子
情報を統合して利用できます。なお、多摩アカデミックコンソーシアム加盟校の図書資料合計320万冊が利用可能です。
There are two types of libraries that are interconnected: 1) The main library with open-shelf books and periodicals, and 2) the Mildred Topp Othmer
Library under a concept of “Media Library” supplying various electronic resources. Combining these two libraries, various resources from books,
periodicals, and the newest online databases are provided. In addition, a total of 3.2 million materials of the Tama Academic Consortium affiliated
universities is always available.

図書館の特色

Special Feature

●図書は洋書・和書の区別なく分類番号に従って配列。

●Regardless of languages, all the books are arranged in the order of the

●各種データベースを導入し、e-ジャーナル、e-ブックなどの情報資源を

●Rich information resources such as e-journals, e-books, etc. are available

●貸出冊数は無制限。

●There is no limits on the number of items that can be checked out.

classification number.

多く提供。

through provision of various databases.

●レファレンス図書など一部を除き、大部分の図書が館外貸出可能。

DATA （2014年３月31日現在）

●Except for some reference books, etc., a loan outside a hall is possible.

Data (as of March 31, 2014)

●１日当たりの来館者数：733人

●学生１人当たりの年間貸出冊数：49.9冊（全国平均8.6冊／2012年
度調べ）

●The number of visitors per day: 733 persons

●The number of annual items checked out per student: 49.9 volumes
(national average is 8.6 volumes / researched in FY2012)

●蔵書数：和書417,996冊、洋書357,422冊、契約雑誌14,713タイト

●Collections: 417,996 books in Japanese and 357,422 books in other

●開館時間：学期中 月～金8：30～22：30、土9：0 0～20：0 0、日

●Opening hour: during a term; Mon.-Fri. 8:30-22:30, Sat. 9:00-20:00, Sun.

ル（電子ジャーナルを含む）

13：00～19：00（試験期間、学期外は異なる）

languages, contracts with 14,713 periodic titles (e-journal included)
13:00-19:00 (except exam period and academic holidays)

スタディーエリア（オスマー図書館）：広々とした机にインターネット接続された 開架方式の図書館本館
コンピュータ。図書館の資料を持ち込み学習できる。

The main library with open-shelf books and
Study Area (Othmer Library): Each spacious desk has a computer with internet access. periodicals.
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学生 寮

Dormitory

キャンパスの学部生寮内に大学院生用の部屋がある他に、
単身女子大学院生用９室と既婚学生用（子供の同居を伴わない）
５室を備えた寮「シブレーハウス」があります。
国籍や習慣の異なる学生たちと一緒に暮らすことによって
さまざまな刺激を受け、Globalな思考を育てることができるのも
ICUの良さのひとつです。
Several rooms in the college student dormitories are kept for the graduate school students.
Sibley House is the dormitory for the graduate school students and can accommodate nine single women,
and five married couples without children.
It is campus resident’s merit to spend time with international students having different backgrounds
forming the environment that stimulates and fosters your global thinking.

〈 Sibley House room〉
〔個室（洋室）〕

〈 Oak House room〉

〈 Tutor’s Room at
Global House*〉

〔アパート〕

（チューターの居室）
～間取り図～

大学食 堂

*チューターとなるためには面接を含

む選考に合格しなければなりません。

*Tutors must pass the screening
procedures including interviews

Dining Hall

キャンパスの森の中、地上7階建てのダイアログハウスという複合施設の１階に大学食堂があります。座席数420名で、レストラン・カフェ・ラウンジの
3ゾーンに分かれています。

朝7時30分～夜8時まで営業しており、朝食・昼食・夕食のほか、休憩やくつろぎのスペースとなっています。

また、ダイアログハウスには、食堂の他、同時通訳ブースの設置された国際会議室（収容人数150名）、短期留学生寮、研究者寮、就職相談グループや寮
生の生活を支援するハウジングオフィスなどが設置され、学生生活のサポートを行っています。

The Dining Hall is located on the 1 st floor of the Dialogue House, which has been built as a complex facility in the forest of ICU campus. The Dining Hall seats 420
people in three zones: the restaurant, the café and the lounge and has longer hours on weekdays, from 7:30 a.m. to 8:00 p.m., giving students a place not only to eat but
also to relax during the day.
Besides, the Dialogue House has an international conference room that is equipped with booths for simultaneous translation with the capacity to fit 150 persons, shortterm dormitories, Placement Office, and Housing Office, which support students’ campus life.

大学食堂（カフェ・ラウンジエリア）

大学食堂（ダイアログハウス１階）

Dining Hall (1st floor of the Dialogue House)

Dining Hall (the café and the lounge zones)
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入学選 考概 要

Admission

アーツ・サイエンス研究科の入学定員、
入学試験の概要は次のとおりです。
Admissions for the Graduate School of Arts
and Sciences are outlined as follows.

入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）

Admission Policy

4月入学と9月入学を設けています。書類選考と面接試験で選抜します。複数の審査員で提出書類の精査を行い、一定以上の学習研究能力をもつと
判断される一次選考合格者に、専門分野または近接分野を担当する複数の面接員による時間をかけた面接試験を実施し、さらに専門分野への
適性や研究意欲、目標意識や将来性を審査し、合格を判定します。

いずれの選考においても、日本語と英語のバイリンガル教育を基礎に、世界と日本を結ぶ架け橋としての役割を担う高い専門性を備えた指導的
人材を育成するため、知識の量のみならず、主体的研究能力や問題解決能力を備えた入学者を選抜することを目指し、日本語または英語の書類

（願書、研究計画書、成績証明書、論文、英語能力試験の結果等）の精査、十分な時間をかけた面接を行うことによって、入学志願者の学問的資質や
適性、関心や意欲を多角的に評価し、判定します。

Students can enter the ICU Graduate School in April or September. Applicants will be selected by documentary screening and an interview. In the documentary screening, faculty members will overview documents presented. Those successful applicants who qualify a certain ability to study and conduct research at
ICU will be interviewed by faculty members specializing in fields related to the applicant’s concentration. Applicants will be evaluated on their aptitude for
conducting research in their field of study, motivation, goals and potential. Applicants will be selected according to their ability to participate in a bilingual
program in English and Japanese, as well as their leadership potential in bringing Japan and the world together. Examiners will look not only at the extent of
the applicant’s academic preparation in their chosen field of study but also their ability to solve problems and conduct research independently. The admissions
process considers the applicant’s academic competence, aptitude, interests and determination by a multi-factored examination of the required documents
(application form, research plan, transcript, essay and English proficiency exam results etc.) in English or Japanese, and a lengthy interview.

入学定員

入学選考日程

Admission Capacity

博士前 期 課 程（ＭＡ） Master’s Course
研究科

専

School

攻

Area of Concentration

教育学
心理・教育学

Education and Psychology

4月入学 Admission in April, 2015
専修分野

Program

定

員

Admission
Capacity

Education

心理学

Psychology

言語教育

Language Education

アーツ・
サイエンス研究科
School of Arts
and Sciences

Public Policy and
Social Research

28名

臨床心理学＊ Clinical Psychology*

比較文化

Comparative Culture

理

学

Natural Sciences

平和研究

Peace Studies

日本文化研究

Japanese Culture Studies

30名

17名

数学・情報科学 Mathematics and Computer Science
物質科学
Material Science
生命科学
Life Science

9名

**The name of the area of concentration is expected to be changed from April, 2015.

アーツ・サイエンス研究科

アーツ・サイエンス

School of Arts and Sciences

2015年1月末
End of January, 2015

2014年
10月14日～16日
October 14~16, 2014

2015年
2月3日～5日
February 3~5, 2015

2014年10月24日
October 24, 2014

2015年2月20日
February 20, 2015

Second Screening
(interview) *

合格発表

*Information such as when and where interviews are being held will be enclosed with
the first screening results notification.

9月入学 Admission in September, 2015
〔前期・後期共通〕

願書出願期間

2015年2月13日～3月13日
February 13~March 13, 2015

第一次選考
（書類選考）
結果通知

2015年4月中旬
（予定）
Mid April, 2015 (expected)

第二次選考
（面接試験）
＊

2015年4月21日～24日
（予定）
April 21~24, 2015 (expected)

合格発表

2015年5月15日
（予定）
May 15, 2015 (expected)

First Screening (document) Result Notiﬁcation

博士 後 期 課 程（Ph.D.） Doctoral Course
攻

2014年10月初旬
Early October, 2014

第一次選考
（書類選考）結果通知

Application Period

＊＊2015年４月から名称変更の予定です。

専

2014年
12月1日～11日
December 1~11, 2014

Master’s course / Doctoral course

*Area of Clinical Psychology stopped accepting applicants from AY2014 September Admission.

Program

2014年
8月18日～9月1日
Aug.18~Sept.1, 2014

＊面接試験日時等は第一次選考結果の通知に同封

超学域文化研究＊＊ Transcultural Studies**

School

願書出願期間

Announcement of
Decisions

＊臨床心理学専修は、2014年9月入学以降の募集を行いません。

研究科

春季

Spring Selection

第二次選考
（面接試験）＊

メディアと言語 Media and Language
Public Economics

秋季

Autumn Selection

First Screening (document)
Result Notiﬁcation

社会文化分析 Social and Cultural Analysis
公共経済学

〔前期・後期共通〕

Master’s course / Doctoral course
Application Period

政治・国際研究 Politics and International Studies
公共政策・
社会研究

Screening Procedure and Timetable

定

員

Admission
Capacity

Ph.D.

★募集要項をご希望の方はＩＣＵ大学院ホームページ http://www.icu.ac.jp/gs/ よりご請求下さい。

20名

Second Screening (interview) *
Announcement of Decisions

＊面接試験日時等は第一次選考結果の通知に同封

*Information such as when and where interviews are being held will be enclosed with
the first screening results notification.

Please access http://www.icu.ac.jp/gs/ for "Master’s Course & Doctoral Course Information for Applicants, 2015"
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説明会情報

Schedule of Information Sessions at ICU Campus
※詳細については、後日ホームページ等で通知予定。
※Details will be announced later on ICU homepage.

【大学院 進学 相談 会スケジュール】 Schedule of Information Sessions at ICU Campus
◎大学院進学説明会

ICU Graduate School Information Sessions

予約不要・本学学生以外の方も参加可能です。

2014年5月27日（火）14:00-15:00 会場：ICUキャンパス
2014年10月7日（火）14:00-15:00 会場：ICUキャンパス

May 27 (Tue.), 2014, 14:00-15:00 ICU Campus
Oct. 7 (Tue.), 2014, 14:00-15:00 ICU Campus
No appointments required. Non-ICU students can participate.

◎ I CUオープ ンキャンパ ス（教 養 学 部，大 学 院）
ICU Open Campus Days (College of Liberal Arts, Graduate School)
事前エントリー制（詳細は、ホームページ上で公開予定）
Details will be announced later on ICU homepage.
2014年7月19日（土）10:00-16:00 会場：ICUキャンパス
2014年8月9日（土）10:00-16:00

会場：ICUキャンパス

2014年8月16日（土）10:00-16:00 会場：ICUキャンパス
2015年3月21日（土）10:00-16:00 会場：ICUキャンパス
July 19 (Sat.), 2014, 10:00-16:00 ICU Campus
Aug. 9 (Sat.), 2014, 10:00-16:00 ICU Campus
Aug. 16 (Sat.), 2014, 10:00-16:00 ICU Campus
March 21 (Sat.), 2015, 10:00-16:00 ICU Campus

◎ 学 外進 学 相 談 会スケジュール

Schedule of Information Sessions Outside the Campus

国際開発ジャーナル社「国際協力キャリアフェア」
（ブース出展予定）
詳細については、後日ホームページに掲載予定。

昨年度のイベントURL：http://www.international-careerfair.jp/
International Cooperation Career Fair 2014 by The International Development Journal Co., Ltd.
Details will be announced later on ICU homepage.

（海 外）

(Overseas)

◎日本 学 生 支 援 機 構（JAS S O）日本 留 学フェア

Japan Education Fairs by JASSO

国際基督教大学ICUのブースを出展予定。
（大学院関係書類も配布予定です。）
ICU plans on attending the Japan Education Fairs. Booklet for Graduate School will be available there.

台湾

Taiwan

タイ

Thailand

高雄 Takao

2014年7月19日（土曜日）

Saturday, July 19, 2014

台北

2014年7月20日（日曜日）

Sunday, July 20, 2014

2014年8月29日（金曜日）

Friday, August 29, 2014

2014年8月31日（日曜日）

Sunday, August 31, 2014

Taipei

チェンマイ Chiangmai
バンコク

Bangkok
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キャンパスマップ

Campus Map

武蔵野の雑木林に囲まれた62万平方メートルのキャンパスには、

教育・研究施設のほか、学生寮や教職員住宅、グラウンド、キャンプ場などの運動施設などが点在しています。
ICU’s academic facilities are located on a spacious of some 620,000 square meters in Mitaka, Tokyo.
Faculty and staff residences, dormitories and sports facilities, there are surrounded by the rich green expanse of the Musashino Plains.

1

大学本館

2

図書館

3

ミルドレッド・トップ・オスマー図書館

4

理学館

5

教育研究棟

6

第2教育研究棟

7

総合学習センター

8

博物館 湯浅八郎記念館

16

大学食堂

32

泰山荘

10

スポーツ・クラブハウス

17

東ヶ崎潔記念ダイアログハウス

33

高等臨床心理学研究所-心理相談室

11

グラウンド

18

カウンセリングセンター

19

本部棟

34

セントラル・パワーステーション

12

ディッフェンドルファー記念館（東棟）

20

アラムナイハウス

国際基督教大学高等学校

13

ディッフェンドルファー記念館（西棟）

35

14

大学礼拝堂

21

～

15

シーベリー記念礼拝堂

31

教職員住宅

9

University Hall
Library

Mildred Topp Othmer Library
Science Hall

Education and Research Building
Education and Research Building Ⅱ
Integrated Learning Center

体育館・室内プール・セントラルロッカー
Physical Education Center / Central Locker Building
Sports Clubhouse
Grounds

Diffendorfer Memorial Hall(East Wing)

Diffendorfer Memorial Hall(West Wing)
University Chapel
Seabury Memorial Chapel

Dining Hall
Kiyoshi Togasaki Memorial Dialogue House
Counseling Center

Administration Building

TAIZAN-SO
Institute for Advanced Studies of Clinical
Psychology-Psychological Consulting Services
Central Power Station
ICU High School

Alumni House

30

学生寮

Student Dormitories

Faculty and Staff Residences

ICU Hachiro Yuasa Memorial Museum

ICU高校正門

HIGH SCHOOL MAIN GATE

31

大学本館
University Hall

35
4

29

30

13
25

32
18

NORTH GATE

34
33

5

26

北門

8

7

1

15

27
28

6

20

2
12

B 駐 車 場 Parking B

3

19

14

17 16

至 三鷹

21
22

23

A 駐 車 場 Parking A

9

24

国際基督教大学入口

ICU IRIGUCHI

正門

10

MAIN GATE

11
富士重工前
行先
TO

FUJIJUKO-MAE

・三鷹駅 MITAKA-EKI
・武蔵境駅南口

MUSASHISAKAI-EKI MINAMI-GUCHI
(SOUTH EXIT)

至 調布

国際基督教大学（終点）ICU SHUTEN (LAST STOP)
行先
TO

・三鷹駅 MITAKA-EKI
・武蔵境駅南口

MUSASHISAKAI-EKI MINAMI-GUCHI
(SOUTH EXIT)

南門

SOUTH GATE

ダイアログハウス・大学食堂
Dialogue House・Dining Hall

教育研究棟
Education and Research Building

学生寮
Dormitory

富士重工前
行先
TO

FUJIJUKO-MAE

・吉祥寺駅 KICHIJOJI-EKI
・武蔵小金井駅 MUSASHIKOGANEI-EKI
・狛江駅入口 KOMAE-EKI IRIGUCHI
（調布駅北口経由 THROUGH CHOFU-EKI KITA-GUCHI (NORTH EXIT)）

大学礼拝堂
University Chapel
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アクセス

交 通アクセス

Directions to ICU

Directions to ICU

羽田空港（東京国際空港）→東京モノレール（羽田空港駅～浜松町駅）→JR山手線または京浜東北線
（浜松町駅～東京駅）→JR中央線（東京駅～三鷹駅または武蔵境駅）
【新幹線利用の場合】
東海道・東北・上越新幹線（東京駅）→JR中央線（東京駅～三鷹駅または武蔵境駅）
From New Tokyo International Airport (NARITA)
(NARITA EXPRESS) Shinjuku Station - (Chuo Line) -Musashisakai or Mitaka Station
From Tokyo Station
(Chuo Line) -Musashisakai or Mitaka Station

三鷹

MITAKA

武蔵境

吉祥寺

KICHIJOJI

CHOFU

JOETSU Shinkansen

東北新幹線

新宿

TOHOKU Shinkansen

SHINJUKU

MUSASHISAKAI

調布

上越新幹線

高田馬場

TAKADANOBABA

井の頭線

AKIHABARA

お茶の水

山手線

東海道本線

東西線

OCHANOMIZU

YAMANOTE LINE

TOKYO

浜松町

品川

HAMAMATSUCHO

SHINAGAWA

京急線

線

TOZAI LINE

東京

TOKAIDO Shinkansen

路

TO NARITA

秋葉原

CHUO LINE

SHIBUYA

KEIO LINE

至 成田

UENO

SOBU LINE

中央線

渋谷

京王線

上野

総武線

INOKASHIRA LINE

KEIKYU LINE

Local Transport Guide

東京モノレール

TOKYO MONORAIL

至 羽田空港
TO HANEDA

【3つの駅からICUに来る方法】

● JR中央線武蔵境駅南口から
小田急バス
「国際基督教大学」行終点下車（乗車時間約12分、大学構内まで入ります）
小田急バス
「狛江営業所」行、
「狛江駅北口」行または「吉祥寺駅」行乗車「富士重工前」下車（約10分）→徒歩10分。
● JR中央線三鷹駅南口から
小田急バス
「国際基督教大学」行終点下車（約20分、大学構内まで入ります）
小田急バス
「武蔵小金井駅」行または「西野御塔坂下経由調布駅」行乗車「富士重工前」下車（約20分）→徒歩10 分。
● 京王線調布駅北口から
小田急バス
「武蔵境駅南口」行または「西野御塔坂下経由三鷹駅」行乗車「富士重工前」下車（約20分）→徒歩10 分。
･Exit Musashisakai, South side, take bus #93 for ICU at No.2 bus stop or taxi.
･Exit Mitaka, South side, take bus #51 for ICU at No.2 bus stop (terminus is inside campus).

武蔵境

中央線

MUSASHISAKAI

CHUO LINE

三鷹

MITAKA

武蔵境駅南口
Musashisakai Eki Minamiguchi

三鷹駅南口
Mitaka Eki Minamiguchi

国際基督教大学入口
Kokusai Kirisutokyo Daigaku Iriguchi

至 新宿

TO SHINJUKU

中央自動車道

西野 NISHINO

国際基督教大学
Kokusai Kirisutokyo Daigaku

吉祥寺

KICHIJOJI

CHUO HIGHWAY

富士重工前
FUJIJUKOMAE

調布 IC

甲州街道

CHOFU IC

KOSHU Rd.

京王線

至 八王子

調布駅北口
Chofu Eki Kitaguchi

TO HACHIOJI

KEIO LINE

調布

CHOFU
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国際基督教大学は、教育方針、入学選考、財政支援、
雇用もしくはその他の大学のプログラムまたは
諸活動の運営にあたって、人種、肌の色または
国籍等による差別をいたしません。
Declaration of Non-Discrimination
ICU does not discriminate on the basis of race, color or
national origin in the administration of its educational
policies, admission policies, ﬁnancial aid, employment,
or any other University programs or activities.

〒181－8585 東京都三鷹市大沢 3－10－2
国際基督教大学学事部大学院事務グループ
International Christian University
Academic Affairs Division, Graduate School Group
3-10-2 Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8585 JAPAN
Phone: 0422-33-3231
Email: gsg@icu.ac.jp
HP: http://www.icu.ac.jp/gs/
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