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TEL.054-264-5254　FAX.054-264-5254

国際言語文化学科　澤田 敬人
多文化世界を見据えたイノベイティブな教育研究開発

●連　絡　先
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TEL.054-264-5351　FAX.054-264-5351●連　絡　先

国際言語文化学科　鈴木 さやか

地元の文化財・能「羽衣」の教育的・経済的価値の
再評価―「羽衣」絵本による普及活動を中心に―

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������



研究シーズ集 2017-2018124

国
際
関
係
学
部

　日本人英語学習者の文法能力と即時的な言語理解の過程について研究しています。日本語
と英語の文法構造について生成文法理論に基づき分析した上で、日本人が日本語や英語で書
かれた文をどのように理解しているのか検証しています。
　日本人英語学習者の文理解の過程が解明されれば、日本人が漠然と感じている英語に対す
る不安（「日本人だから英語ができない」等）を取り除くことができ、日本人の英語に対する学
習意欲を向上させることができます。また、人間の言語習得の過程が明らかにすることができ
れば、言語障害者の言語機能の回復過程の測定・リハビリテーション等にその知見を応用で
きる可能性があります。

第二言語習得，形態統語論，言語処理，英語教育

TEL.054-264-5357

国際言語文化学科　須田 孝司
第二言語の知識と習得のメカニズム

●連　絡　先
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　共産党の一党支配下にある中国（中華人民共和国）の政治と外交を研究しています。

１．中国共産党の統治は相対的に安定しているというのが現時点での評価です。それは第一
に、国家機関に対する党指導が徹底しているからです。党＝国家体制にある中国の場合、「国
家機関」の範疇は極めて広く、党自身が国家機関の頂点に位置しています。第二に、指導の徹
底というハードな側面と同時に、党は、社会の状況に応じて自らも変容し、また一定の民意
を取り込むという政治的適応性を有しているからです。

２．現指導部の進める外交政策は、世界第二の経済力と軍事力を背景に、強硬さを強めている
ように思われます。それが物理的力の有効性に対する確信によるのか、それともそのボトム
ラインを確認するプロセスのさなかにあるのか、今後見極める必要があると思います。

中緬原油パイプライン標識

中緬国境

インドシナ半島における中国企業の進出ぶりにつき、近年の現地調査に基づいた知見をもとに、日中関
係のありかたについてともに考えたいと思います（上の写真は、2014年12月にミャンマーで撮影）。

中国，中国共産党，適応力，日中関係，一帯一路

TEL.054-264-5303　FAX.左に同じ

国際言語文化学科（国際関係学研究科）　諏訪 一幸
中国共産党の適応力と日本の対中政策

●連　絡　先
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国際言語文化学科　園田 明人
ストレスと健康の心理学
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TEL.054-264-5351　FAX.054-264-5351●連　絡　先

国際言語文化学科　鈴木 さやか

地元の文化財・能「羽衣」の教育的・経済的価値の
再評価―「羽衣」絵本による普及活動を中心に―
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１ ．地域社会の多文化共生に関する実証的研究。外国人住民の組織化、地域の日本人住民への
啓発を含めた総合的な関わりを模索しつつ、各地域の実情にそくした地域づくりを側面的
に支援している。

２ ．在日フィリピン人および経済連携協定（EPA）により来日したフィリピン人介護福祉士候
補者の職場と地域社会での適応に関する質的・量的調査。在日外国人介護者のなかでも特
に多いのがフィリピン人で、中年期をむかえた永住女性にとっては介護職が数少ない安定
就労の場となっているのも事実だ。また、2009年からはEPAの枠組みでもフィリピンから
介護者が来日している。彼らが介護現場で定着し、長期にわたり就労可能な人材となるため
に必要とされる就労環境や地域社会での受け入れについて調査を続けている。

地域社会，多文化共生，在日外国人，フィリピン人，介護

TEL.054-264-5323　FAX.054-264-5323

国際関係学科　高畑 幸

1、地域社会の多文化共生
2、在日フィリピン人の介護人材育成

●連　絡　先
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　古代語から近代語まで連綿と続く言語変遷の流れにあるものが現代の日本語であるという
ことを念頭に置きつつ、古代から現代までの日本語―特に文法―の研究を行っている。

・古代日本語の接続助詞の研究
・平安時代の文法、語彙、敬語の研究
・『源氏物語』を日本語学的に調査したうえでの精確な逐語訳の追求
・国宝『源氏物語絵巻』の詞書の日本語学的研究
・遠州出身の国学者石塚龍麿の『仮名遣奥山路』の翻刻と上代特殊仮名遣の調査と研究
・現代日本語の文法を「学校文法」の枠組みに基づいて歴史的観点から解説しようとする試

み

●連　絡　先

日本語，文法，日本語史，古代語，近代語，源氏物語，
源氏物語絵巻

TEL.054-264-5341

国際言語文化学科　竹部 歩美

１、平安時代和文の語彙語法の研究
２、源氏物語絵巻の日本語学的研究
３、日本語の歴史
４、現代日本語
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　専門は犯罪学です。犯罪や非行を犯した人の立ち直りを研究しているうちに、貧困、孤立、失
業などのさまざまな困難を抱えている人たちに関心が向くようになりました。今は、そうした
問題をもつ人もたない人を問わず、助け合える地域や社会をつくることに関心があります。研
究のほかに、生活困窮者や若者の就労を支援する活動や、生活が困難な中学生の学習支援など
の地域活動もしています。実際に、これらの支援をつなぎ合わせて、地域に支援の生態系をつ
くっていくのが今後の目標です。

●連　絡　先

地域における支援の生態系をつくることに関心があります。企業をはじめ、地域の皆さんのお知恵を借りて、地域の
人々が、この地、静岡で生き生きとした人生を手に入れるための新しい仕組みづくりを行っていきたいと思います。

地域づくり，若者，社会参加，人口減少，仕事づくり，就労支援，
非行・犯罪，地域福祉，貧困，支援の生態系

TEL.054-264-5268　FAX.054-264-5268

国際関係学科　津富 宏
若者が担い手となる社会をつくる
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　ゲーム（ボードゲーム、テレビゲーム、オンラインゲームなど）を用いた第二言語指導や学習
サポートとシミュレーションに関心があり、教育の向上に寄与すべく、教室 、地域社会、家庭、
またオンライン空間において、楽しく効果的に学習・指導する方法を研究し、その実践に取り
組んでいます。

現在、ゲームラボでは以下のプロジェクトを行なっています
・コミュニティ（地域）：児童館にてゲームを教え、ゲーム遊びを通して子供や家族にもたら

す社会的、心理的、認知的効果を調査する。
・コラボレーション（連携）：地元企業にアプローチして、彼らのビジネス手法を学び、また彼

らの製品と市場を支援、発展させる方法を探る。
・クリティカルシンキング（批判的思考法）：プロのゲームデザイナーと交流し、より改善され

たゲームを市場投入できるよう、彼らの製作中のゲームを評価するシステムを立ち上げる。
・クリエイティビティ（創作性）：高速プロトタイプを通じて、我々自らが革新的ゲームを開

発する。

ゲームラボでは企業や団体と以下のようなプロジェクトを行なうことが可能である。
（1）革新的（教育）ゲームを作る。
（2）開発（教育）ゲームを評価し、改善する。
（3）学校、病院などのコミュニティー組織でゲームのプログラムを確立する。

ゲームと社会の可能性

●連　絡　先

国際言語文化学科　
ディハーン・ジョナサン
（Jonathan deHaan）

TEL.054-264-5355

Learn to play; play to learn.
（再生することを学ぶ、学ぶために遊ぶ。）

教育ゲーム，ゲームデザイン，教授法，生涯学習，教育改革，コミュニティ（地域），
クリエイティビティ（創作性），クリティカルシンキング（批判的思考法），第二言語習得
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　言い間違いという、すきま的な言語資料を使ったユニークな研究
　ポスト早期英語教育としての言葉への気づき教育についての研究

　言い間違いはただの笑いの種になるだけではなく、言語産出の過程を知る上で重要なデー
タである。新聞コラムで取り上げられる日常の「間違った日本語」と呼ばれるものにも学問的
な背景がある。言い間違いの観察、心理言語学的な実験を行い、言語産出モデル中の文法的符
号化、音韻的符号化について研究を試みている。
　小学校に必要なのは英語教育というより言語教育である、という観点から面白いことばへ
の気づき教材を作りたいと考えている。

言い間違い分析，言語産出モデル，言語教育

TEL.054-264-5252

国際言語文化学科　寺尾 康
言語産出研究、言葉への気づき教育

●連　絡　先
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ハラール産業を通じた普遍的商品・サービスの探究

●連　絡　先

国際関係学科　富沢 寿勇
TEL.054-264-5321　FAX.054-264-5321
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　本研究は、「華南地域」（中国の沿海地域に加え、香
港、マカオ、台湾、東南アジア華人社会を含めた拡大
地域）を対象に、中国の文化政策が、既存の社会的
ネットワークをどのように利用し、また逆に、どのよ
うなプロセスで新たなタイプのネットワークや人の
移動を創出しているかを明らかにすることを目的と
している。具体的には、中国政府による公式的な中国
語教育普及取り組み（孔子学院の設立や留学生募集
等）による「普通語（標準中国語）世界」と、東南アジア
の伝統的な華文教育並びに華人社団による非公式的
な中国文化継承の取り組みに支えられたローカルな
「方言」・「華語」社会とがどのような相互作用を展開
しているのか、その実態を行為者の視点から明らか
にすることである。とりわけ、東南アジア華人新世代
の中国留学現象に注目する。これらの考察を通して、
「華南地域」が今日どのような地域空間として変容を
遂げつつあるのかを探求する。

広東省台山市の「騎楼」。1920年、30年
代以降、華僑華人の故郷に広く見られ
るようになった特有の建築様式。1階
が店舗、2階以上が住居になっている
が、2階から上が歩道の上に突き出て
アーケード状になっており、通りに面
する部分は雨を避けて歩くことができ
る廊下になっている。

ミャンマー（ヤンゴン）に住む華人5世代目の
子どもたち。週末に中国語を勉強しており簡
単な中国語会話ができる。

マレーシア華人の墓地。ルーツを大切にして
いる。

中国政府、華人社会の双方にとって華人新世代（華裔）の中国留学は長期的な「ソフトパワー」となるでしょう。中国経済の発展に
華人の存在は欠かせません。中国と東南アジアとの経済関係構築にとって、華裔留学生は間文化的媒介者となるでしょう。この
ような新たな人の移動現象を知っておくことは中国や東南アジアへ進出しようとする企業にとっても大切なことと思います。

●連　絡　先

中国，華人，中国語教育，華裔留学生，ネットワーク，
間文化的媒介者，文化的公民権

TEL.054-264-5346

中国の文化政策と華人ネットワークの援用・創出に
関する実証的研究
国際言語文化学科　奈倉 京子
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　私の専門は広く言えば西洋史学あるいはヨーロッパ史学、狭く言えば、東ローマ／ビザン
ティン帝国の研究です。ビザンティン帝国とはコンスタンティノープル（今日のイスタンブー
ル）を首都として、1453年まで存続した東方のローマ帝国のことです。「ローマ人の共和国」

（ラテン語でRes pubulica Romana）、つまり正式なローマ帝国を標榜したこの国家で生じた
様々な事件や現象、社会・文化・制度の特質と変化のプロセスなどを当時の様々な史料にも
とづいて解明することが私の課題です。ここ何年かは、世界史におけるビザンティン帝国の役
割、すなわち、中世に栄えたこの国家が古代世界から何を受け継ぎ、周辺世界（たとえばルネサ
ンス期のイタリア）や後の世代に何を引き渡したかという問題にも取り組んでいます。

皇帝ユスティニアヌスと皇妃テオドラ
ラヴェンナのサン・ヴィターレ教会のモザイク

ローマのサン・ピエトロ広場

私の専門にかかわるトピックのレクチャー等、対応可能です。

古代ギリシャ・ローマ文明，ビザンティン帝国，ヘレニズム，
キリスト教，哲学，歴史叙述

国際言語文化学科　橋川 裕之
ビザンティン帝国史およびギリシャ文化史の研究
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