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概要
1. 人 文社会科学研究科の特色
20世紀は科学技術の世紀であっ

科学系の研究科を2001年に広域的

新興国を中心に世界の重点地域へ

たと言っても過言ではありません。

に統合・再編し、2008年にもさらな

の質の高い留学を義務付けた地域

しかし、経済活動のグローバル化に

る改革をほどこしました。この改革

研究の学位プログラム（国際地域

ともなう利害や不均衡が地球規模

によって、従来型の人文・社会科学

研究専攻）を発足させ、新たな研究

の様々な政治的・社会的・文化的諸

系の諸領域がいっそう整備・充実さ

領域の創成とグローバル人材の育

問題をわれわれに投げかけてきてい

れると同時に、急速に進む社会的変

成に取り組むことになりました。

る現代において、新たな未来への展

化や学問的展開に柔軟に即応でき

その結果、本研究科は、哲学・思

望を前世紀の単なる延長線上に描

る新しい教育研究領域が創出され

想専攻、歴史・人類学専攻、文芸・

くことはできません。現実は、もは

ました。

言語専攻（以上５年一貫制博士課

また2015年に、経済学専攻と法

や伝統的な基礎研究だけでは対処

程）、現代語・現代文化専攻、国際

学専攻の教育リソースを再配置し

公共政策専攻、国際日本研究専攻

われわれは、このような状況に対

て、人文科学と社会科学の分野融

（ 以 上 前 期・後 期 区 分 制 博 士 課

応できる教育研究体制を確立する

合型の体系的な日本研究の学位プ

程）、国際地域研究専攻（修士課

ため、人文科学系の研究科と社会

ログラム（国際日本研究専攻）と、

程）の７専攻から成っています。

できない段階に達しています。

l. Outline of Graduate School of Humanities and Social Sciences

By reorganizing the existing five doctoral programs in the areas of humanities and social sciences and adding a
newly-organized program, the Graduate School of Humanities and Social Sciences has been inaugurated in 2001
and reformed in 2008 and 2015 academic year. It is comprised of the following seven programs: Doctor Program (5
years) in Philosophy, History and Anthropology, Literature and Linguistics; Master’s and Doctoral Program (2 years
and 3 years) in Modern languages and Cultures, International Public Policy, International and Advanced Japanese
Studies; Master’s Program in International Area Studies (2 years). Through such reformation, we have renewed and
substantiated the former systems in order to meet the needs of social changes and academic development. The
integration of a wide range of fields in the humanities and the social sciences is one of the notable characteristics of
our Graduate School. The new Graduate School of Humanities and Social Sciences aims to produce researchers,
educators, and highly-skilled professionals with excellent research abilities in the humanities and social sciences
who are also creative and flexible enough to cope with academic developments and changing social demands.

2. 海 外 との交流

3. 留 学 生 の 受 け 入 れ

筑波研究学園都市には、海外からの多くの研究者が滞

本学では、多くの国から留学生（国費、私費）を広く受

在し、活発な交流を行いながら研究活動を進めています。

け入れ、学群生（学士課程）を含め約2000名が学んでい

また、国際会議の開催も多く、最先端の研究動向を把握

ます。学位を取得する留学生の数も増加してきています。

するための環境が大変よく整っています。

なお、留学生のための語学研修や、個人チューターの制
度も充実しています。

2. International Exchange

Many overseas researchers reside in Tsukuba Science City and conduct exchange research programs. International
conferences are held in various fields in the City every year. International exchange being of great help to grasp the
most up-to-date research information is a sort of everyday experience in this city.

3. Foreign Students

The University of Tsukuba actively accepts students from overseas as Japanese governmental (Monbukagakusho)
scholarship foreign students and ordinary foreign students. The total number amounts to 2,000 including
undergraduate students and non-degree research students. The number of foreign students who complete the
doctoral degree increases every year. Some welfare services are provided to the needs foreign students. Japanese
class is available for foreign students, and a tutor is assigned for every foreign student on demand.

入試・修了・学位について
定員

推薦入試
（７月）

哲学・思想専攻（５年一貫制）

6

○

歴史・人類学専攻（５年一貫制）

12

文芸・言語専攻（５年一貫制）

20

現代語・現代文化専攻（博士前期課程）

10

国際公共政策専攻（博士前期課程）

15

国際日本研究専攻（博士前期課程）

25

国際地域研究専攻（修士課程）

36

現代語・現代文化専攻（博士後期課程）

8

○

博士（文学）、博士（言語学）
博士（学術）

国際公共政策専攻（博士後期課程）

10

○

博士（国際公共政策）
博士（政治学）、博士（社会学）
博士（国際政治経済学）、博士（学術）

国際日本研究専攻（博士後期課程）

19

○

博士（人文科学、社会科学、
国際日本研究、日本語教育学 ）、博士（学術）

人文社会科学研究科

一般入試
（10月）

○
○
○
○

○

博士（文学）、修士（文学）

○（＊）

博士（文学）、修士（文学）

○（＊）

博士（文学）、博士（言語学）
修士（文学）、修士（言語学）

○

修士（文学）、修士（言語学）
修士（学術）
修士（国際公共政策）
修士（政治学）、修士（社会学）
修士（国際政治経済学）、修士（学術）

○

○

○

学位名

○（＊）

○

○
○

一般入試
（２月）

修士（人文科学、社会科学、
国際日本研究、日本語教育学）
修士
（地域研究）
、修士
（学術）
、修士
（国際学）
修士（経済学）

（＊）３年次編入試験を含む

Graduate School of Humanities and Social Sciences

number recom.entr. entrance exam entrance exam
admitted exam.(July) (October) (February)

Academic degree

Doctoral Program (5 years) in Philosophy

6

Doctoral Program (5 years) in
History and Anthropology

12

Doctoral Program (5 years) in
Literature and Linguistics

20

Master’s Program (2 years) in
Modern Languages and Cultures

10

Master’s Program (2 years) in
International Public Policy

15

Master’s Program (2 years) in International
and Advanced Japanese Studies

25

Master’s Program (2 years) in
International Area Studies

36

Doctoral Program (3 years) in
Modern Languages and Cultures

8

○

Ph.D. in Literature, Ph.D. in Linguistics
Ph.D.

Doctoral Program (3 years) in
International Public Policy

10

○

Ph.D. in International Public Policy,
Ph.D. in Political Science, Ph.D. in Sociology,
Ph.D. in International Political Economy, Ph.D.

Doctoral Program (3 years) in International
and Advanced Japanese Studies

19

○

Ph.D. in Humanities, Ph.D. in Social Science,
Ph.D. in Advanced Japanese Studies,
Ph.D. in Applied Linguistics in Japanese, Ph.D.

○
○
○
○
○

○

Ph.D. in Literature
M.A. in Literature

○（＊）

Ph.D. in Literature
M.A. in Literature

○（＊）

Ph.D. in Literature, Ph.D. in Linguistics
M.A. in Literature, M.A. in Linguistics

○

○

○

○

○（＊）

M.A. in International Public Policy,
M.A. in Political Science, M.A. in Sociology,
M.A. in International Political Economy, M.A.
○

○

○

M.A. in Literature, M.A. in Linguistics
M.A.

M.A. in Humanities, M.A. in Social Science,
M.A. in Advanced Japanese Studies,
M.A. in Applied Linguistics in Japanese
M.A. in Area Studies, M.A.
M.A. in International Studies,
M.A. in Economics

（＊）3rd year transfer examinations included

研究科全体に開かれたプログラム
（Special Programs）
研究科では外部資金等の獲得により、異分野融合型教育の推進、グローバル化の中での発信力や交渉力の強化を通じ
た人材育成、キャリアデザイン形成に向けた支援を行っています。

1. 日独韓共同学位（修士）プログラム（TEACH）

国際化に向けて、英語以外の個別言語においても語学力と異文化間の交渉力を備え、自文化を相対化して批判的に見

る能力を持ち、広い知識と深い洞察力と発進力を備えた人材の養成が必要です。そのために、筑波大学とボン大学（ドイ
ツ）、高麗大学（韓国）とのデュアルディグリーを目指す日独韓共同学位（修士）プログラム（TEACH）が実施されていま
す。３大学からのプログラム参加生が完全に対等な関係で互いに助け合いながら３キャンパスで学びあう、全国に例のな
い学際的プログラムです。

2. インターファカルティ教育研究イニシアティブ（IFERI）
新領域開拓のための人文社会系異分野融合型教育
研究科には、深い専門性を追究する専門研究と幅広い知識を活用する学際研究があります。本プログラムは、深い専
門性に基礎を置きつつ、かつ幅広い知識・教養・行動力を身につけて、新たな学問領域を開拓しようというよくばりな野
心をもっています。何よりも学生の問題意識を大切に育もう。これがIFERIの根幹のコンセプトです。学生のもつ問題意
識を研究テーマとして設定し、そのテーマに従って、研究をプロジェクト化する。そのテーマは一つの専門・専攻分野を超
えて、複数の専門的知見、専門的指導・助言を必要とするかもしれません。学生は、自分の問題を、意識化→テーマ化→
プロジェクト化することになります。

3. 人文社会科学のためのキャリアデザインプログラム

（PFP：Preparing Future Professionals /Professors）

大学等の教員および高度職業人を目指す大学院生を研究科全体で支援するプログラムです。学位を得た後の自分を
構想し、
「人文社会科学のためのキャリアデザイン論」などの科目を受講しOB・OGの話を聞き、今の自分にとって何が
必要かを認識し、将来のキャリアデザインを描くことにつなげてもらうことを目的としています。キャリアのためのコミュニ
ケーション能力の向上、インターンシップによる実習などの科目を用意し、課程修了者には認定証を付与します。
専門的な力を専攻の研究指導で磨き、それ以外の汎用的な力はPFPプログラムを利用して身につけ、未来の自分に着
実に近づいていってほしいと思います。課程終了後に自分の希望する職に就くことを目指す皆さんの努力を精一杯支援し
ます。

4. 日本語教師養成プログラム
所属専攻の修了要件を満たし、かつ、所属専攻及び指導教員の承諾を得た上で、当プログラムの要件を満たした場
合、人文社会科学研究科において「日本語教師養成プログラム修了証明書」が交付されます。国際日本研究専攻前期課
程が運用しています。

研究科の英語プログラム
（Special Programs in English）
研究科国際地域研究専攻では、留学生等に対応した英語プログラムを開設しています。

経済・公共政策プログラム
Program in Economic and Public Policy (PEPP)

PEPP (Economic Policy and Public Policy Courses for WB/ADB Scholarship Fellows)

Established in 1995, the program is designed for young professionals in developing and transition economies.

Currently, we offer a Course in Economic Policy, taught in English leading to a Master of Arts in Economics.
The course, starting in October every year, consists of three semesters lasting 1.5years. Scholars selected for

the program are supported by the World Bank Graduate Scholarship Program (JJ / WBGSP) or the Asian Devel-

opment Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP).

PEPP (Course in Economic Policy for MEXT Scholarship Fellows and other students including self-funded students)

PEPP’s Course in Economic Policy is a high-quality English-language economics program open to all students

(including Japanese) regardless of nationality and funding source. The curriculum for this course is identical to

the Course in Economic Policy described in the PEPP (WB/ADB Scholarship Fellows) Course. This course is

also suitable for Japanese Government (MEXT) Scholarship candidates who have already passed the Embassy Recommendation procedures for the MEXT scholarship and current MEXT Scholarship students are particu-

larly encouraged to apply for this track.

国際関係論短期特別プログラム
Special Program in International Relations (JDS)

This program, which was established in 2002, aims to contribute to the betterment of young public officials

from Asian countries in the fields of international relations and public policy. The program is intended for recipi-

ents of the “Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS)” offered by the Japan

International Corporation Center (JICE) and accepts approximately 10 students each year. The program begins
in the fall semester (October). In principle, students expected to graduate in 18 months.

人文社会科学に立脚した日本研究・ユーラシア地域研究者育成プログラム
Special Program in Japanese and Eurasian Studies (1+3 Combined MA and
PhD Program)

This program was established in 2014. The 1+3 Combined MA and PhD English-language program is a unique

program offering students MA and Ph.D. degrees in Japanese and Eurasian Studies in Japan. It is intended for

students from the Eurasian region. Classes, guidance, and writing theses and dissertations are conducted in

English. Areas of expertise consist of various subjects related to the humanities and social sciences disciplines
including the fields of Japanese, Eurasian and International Studies.

アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ
African Business Education Initiative for Youth (ABE)

The objective of the ABE Initiative master’s degree and internship program is to support young personnel who

have the potential to contribute to the development of industries in Africa. This program offers opportunities for

young African men and woman to study at master’s courses in Japanese universities as international students

and experience internships at Japanese enterprises.

哲 学・思想 専攻

http://www.logos.tsukuba.ac.jp/Nlogoskhp.html

DOCTORAL PROGRAM IN PHILOSOPHY
In this program, the three areas of special intensive study at the graduate school level ‒ Philosophy, Ethics, and Religion and
Comparative Philosophy ‒ are combined for the purposes of education and research in accordance with the general aims of
the University of Tsukuba, while maintaining their independence as distinctive areas of study. Throughout the five-year period,
this program seeks to train students to become independent and able scholars as well as highly specialized professionals both
through in-depth research in their selected fields of study and through the acquisition of a broader foundation of knowledge and
practice for that research through the pursuit of studies in related areas.
The degree is awarded in one of two ways. The Degree of Doctor of Philosophy by Courses (Katei-Hakushi) can be granted
to those students who have both obtained the prescribed number of credits and written a dissertation which has passed the
examination at the conclusion of the five years period of the program. The Degree of Doctorate of Philosophy by Thesis
(Ronbun-hakushi) can be awarded on the submission and successful examination of a written thesis.

哲 学・思 想 専 攻 に つ い て

哲学・思想専攻は、哲学分野、倫

東アジア、日本の倫理思想史をカ

域では、仏教、キリスト教、イスラム

理学分野、宗教学・比較思想学分野

ヴァーし、
「学」としての倫理学は解

教などの伝統宗教をはじめとし、新

の 3 分野から成ります。

釈学、歴史哲学、人間論、道徳論、権

宗教、宗教と社会との関係、宗教の

哲学分野には、西洋哲学、東洋哲

利論、規範論、政治哲学、コミュニ

思想を、宗教学、宗教史、宗教哲学、

学、科学哲学（現代哲学を含む）の、

ケーション論を含みます。
後者の問

宗教社会学の方法によって研究し、

大別して 3 つのアプローチがありま

題を扱う場合においても、思想史の

フィールドワークも行われます。
比

す。
アプローチが異なっていても、問

正しい解釈と人間存在の深い理解

較思想学領域では、文献研究を基礎

題を明確に設定し、強靱な思考力と

に裏打ちされた研究であることが求

とし、インド思想、仏教を軸に様々な

独創的な構想力が涵養されることを

められています。

思想を研究します。

共通の目的にしています。

宗教学と比較思想学は、宗教学と

倫理学分野は「歴史」としての倫

比較思想学領域から成っています

理思想史と、
「学」
としての倫理学か

が、どちらにおいても幅広く宗教研

ら構成されています。
倫理思想史は、

究の方法や理論、フィールドについ

中世、近代、現代の西洋倫理思想と、

て学ぶことができます。
宗教学の領

哲学

Philosophy

井川義次

IGAWA, Yoshitsugu 中国哲学 Chinese Philosophy

津崎良典

TSUZAKI, Yoshinori フランス哲学 French Philosophy

橋本康二

HASHIMOTO, Kouji 分析哲学 Analytic Philosophy

檜垣良成

HIGAKI, Yoshishige ドイツ近代哲学 German modern Philosophy

倫理学

Ethics

五十嵐沙千子 IGARASHI, Sachiko 倫理学、現代思想 Ethics, Modern Ethical Thoughts
伊藤 益

ITO, Susumu 日本倫理思想史 History of Japanese Ethical Thoughts

桑原直巳

KUWABARA, Naoki 倫理学、西洋中世倫理思想史 Ethics, History of Medieval Western Ethical Thoughts

千葉 建

CHIBA, Ken 倫理学、西洋近代倫理思想史 Ethics, History of Modern Western Ethical Thoughts

宗 教 学・比較 思 想 学

Study of Religions, Comparative Philosophy

小野 基

ONO, Motoi 仏教学、インド哲学 Buddhism, Indian Philosophy

木村武史

KIMURA, Takeshi 宗教学、神話と儀礼 History of Religions, Myths and Rituals

佐久間秀範

SAKUMA, Hidenori 比較思想学、インド・中国仏教 Comparative Thought, Indian and Chinese Buddhism

志田泰盛

SHIDA, Taisei インド哲学 Indian philosophy

保呂篤彦

HORO, Atsuhiko 宗教学、宗教哲学 Religious Studies, Philosophy of Religion

吉水千鶴子

YOSHIMIZU, Chizuko 比較思想学、インド・チベット仏教 Comparative Thought, Indian and Tibetan Buddhism

http://www.histanth.tsukuba.ac.jp/

歴 史・人類 学専攻

DOCTORAL PROGRAM IN HISTORY AND ANTHROPOLOGY
The Doctoral Program in History and Anthropology consists of two majors: History and Anthropology. The first major includes four
research fields: Japanese, Oriental, and Western History and Historical Geography. The second includes two research fields:
Prehistory/Archaeology, and Folklore/Cultural Anthropology. These majors are designed for 5 year-program students.
The major of History provides an excellent level of expertise in various aspects of history between the emergence of ancient empires and
the present day for Japan, Eastern and Western Asia, Europe, and North America. In addition to the traditional subject of historical research
in political history, it embraces specialized subjects in social, economic, and cultural history.
The major of Anthropology provides an excellent level of expertise in various aspects of anthropology, and embraces specialized subjects
such as human evolution, the origin of agriculture and the emergence of civilization based on the material culture, the comparative study of
human way of life and belief-system for the contemporary world and the folklore of the Japanese and their neighbors.
About twenty professors teach in this Program, where the courses are based on lectures and tutorials, with some practice in history or
anthropology. The lectures introduce most of the materials you will need and provide core concepts and theories. In the weekly tutorials, you
will go into further investigate certain topics. Furthermore, you are advised to earn the credits of lectures outside your own field or major in
order to broaden your academic perspectives. You have to satisfy all the requirements of the 5 year-program. After having earned the total
credits in this Program, you must submit the Interim thesis which is equivalent to a Master’s dissertation. After succeeding in the examination,
you will submit a Doctoral dissertation to be awarded Doctoral degree in Literature.

歴 史・人 類 学 専 攻 に つ い て

本専攻は博士課程5年一貫制の

て含んでいます。

ています。特に、5年一貫制のもと

カリキュラムのもと、歴史学と人

いずれの分野も、多様な時代と

で、課程修了による博士号取得者

類学における基礎的な専門領域の

地域を場とする人間の営みを重視

の増加を図るために研究指導体制

深化を軸として、応用的な関連領

したカリキュラムを組んでおり、科

を充実させ、博士論文作成スケジ

域への展望を切り拓きうる研究者

目履修にあたっては、各専門領域

ュールに沿った指導を行っていま

の養成を目的としています。そのた

を超えて広い視野に立った学問を

す。

めに、本専攻では基軸となる歴史

築くために、他専攻・他分野の単

学分野と人類学分野を設置し、そ

位を取得するように指導していま

れぞれの分野は数種の専門領域を

す。また、現代の認識水準を超え

包含しています。歴史学分野では

る新しい 学 問 的 動 向 へ の 対 応と、

日本史学、東洋史学、西洋史学と

刻々と変化する情報管理の時代的

歴史地理学を、また、人類学分野

要請への対応から、各分野の基礎

では先史学・考古学と民俗学・文

と応用の科目編成を検討して、段

化人類学をそれぞれ専門領域とし

階を追ったカリキュラムを構成し

歴史学

History

伊藤純郎

ITO, Junro 日本地域社会史（近代・現代史） Local and Social History of Modern Japan

中野目 徹

NAKANOME, Toru 日本思想史（近代史） Intellectual History of Modern Japan

朴 宣美

PARK, Sunmi 日本文化交流史（近代・現代史） History of Cultural Exchanges of Modern Japan

三谷芳幸

MITANI, Yoshiyuki 日本法制史・経済史（古代史） Legal-Economic History of Ancient Japan

山澤 学

YAMASAWA, Manabu 日本宗教社会史（近世史） Socio-Religious History of Early Modern Japan

上田裕之

UEDA, Hiroyuki※ 中国政治経済史 Political-Economic History of China

丸山 宏

MARUYAMA, Hiroshi 中国宗教社会史 Socio-Religious History of China

山本 真

YAMAMOTO, Shin 中国近現代史 Modern History of China

佐藤千登勢

SATOH, Chitose アメリカ現代史 Modern American History

柴田大輔

SHIBATA, Daisuke 西アジア宗教社会史（古代史） Socio-Religious History of the Ancient Near East

津田博司

TSUDA, Hiroshi※ イギリス帝国史 History of the British Empire

村上宏昭

MURAKAMI, Hiroaki※ ドイツ社会史（近代・現代史） Social History of Modern Germany

山田重郎

YAMADA, Shigeo オリエント史（アッシリア学） History of the Ancient Near East (Assyriology)

中西僚太郎

NAKANISHI, Ryotaro 歴史地理学（日本・アジア） Historical and Cultural Geography (Japan and Asia)

人 類 学 Anthropology
滝沢 誠

TAKIZAWA, Makoto 考古学（日本） Archaeology of Japan

谷口陽子

TANIGUCHI, Yoko 考古学（文化財科学） Archaeological Science and Conservation Science

常木 晃

TSUNEKI, Akira 考古学（西アジア） Archaeology of the Near East

三宅 裕

MIYAKE, Yutaka 先史学（西アジア） Prehistory of the Near East

内山田 康

UCHIYAMADA, Yasushi

木村周平

KIMURA, Shuhei 文化人類学（トルコと日本・災害・科学技術） Cultural Anthropology (Turkey and Japan, Disaster, Technology)

武井基晃

TAKEI, Motoaki 日本民俗学（社会伝承論） Folklore (Japan and East Asia)

徳丸亜木

TOKUMARU, Aki 日本民俗学（信仰伝承論） Folklore and Folk Religion (Japan)

中野 泰

NAKANO, Yasushi 日本民俗学（社会構成論） Folklore (Japan and East Asia)

社会人類学（インド他・存在すること知ること） Social Anthropology (India et al./being and knowing)

※印の者は、指導教員に指名できません（※means“cannot become a main advisor”）

文 芸・言語 専攻

http://www.lingua.tsukuba.ac.jp/

DOCTORAL PROGRAM IN LITERATURE AND LINGUISTICS
Our Doctoral Program consists of Literature and Linguistics. The former specialization is subdivided into seven fields of
research: General Literature, Japanese Literature, English Literature, American Literature, French Literature, German Literature
and Chinese Literature. General Literature deals with literary theories, transboundary studies in literature/culture, and
comparative studies, as well as historical research of Western and Japanese literary traditions on the basis of classical studies. In
the field of Japanese Literature and the others, students are expected to read and analyze literary works thoroughly from the
perspective of textual criticism. Historical and theoretical research of literature is also a principal part of each national literature.
Linguistics consists of six fields of research: General Linguistics, Applied Linguistics, Japanese Linguistics, English Linguistics,
French Linguistics, and German Linguistics. General Linguistics comprises studies of general linguistic theory, Ancient Oriental
languages, Slavic languages, Korean, and Chinese. Applied Linguistics emphasizes both theoretical and descriptive approaches
to the study and research of a variety of linguistic theories, contrastive linguistics, and Japanese language education. Japanese
Linguistics and the other fields aim to investigate both language-specific and universal properties of languages in terms of
phonology, morphology, semantics, grammar, and history. Interdisciplinary studies are also encouraged, which incorporate both
theoretical and applied research.

文 芸・言 語 専 攻 に つ い て

本専攻は、文学分野と言語学分

研究が行われます。各領域を超え

論・意味論・文法論・言語史等の

野から成っています。文学分野は、

た学際的・総合的教育研究も積極

側面から個別言語の特性と言語の

総合文学・日本文学・イギリス文

的に進められています。言語学分

持つ普遍性の解明を目標とした実

学・アメリカ文学・フランス文学・

野は、一般言語学・応用言語学・

証 的・理 論 的 研 究 が 行 われます 。

ドイツ文学・中国文学の7領域から

日本語学・英語学・フランス語学・

一般理論研究・応用研究・個別言

構成され、総合文学領域では一般

ドイツ語学の6 領域から構成され、

語研究を融合した超域的研究も促

文学理論・比較文学、文学・文化

一 般 言 語 学 領 域では一 般 言 語 理

進されています。

の超領域、西洋古典学を基礎とす

論・古代オリエント語・スラヴ語・

る古 典 古 代 文 化 展 開 等を、また、

韓国語・中国語等の研究、応用言

日本文学以下の各国文学領域では、

語学領域では応用言語学の諸理論

文献学的本文批判を基盤とした作

や対照言語学・日本語教育学等に

品の徹底的分析・解読と、それを

重点を置いた記述的・理論的研究

通じた各国文学の理論・歴史およ

と教育が、また、日本語学以下の

び特質等を主要な内容とする教育

個別言語学領域では音韻論・形態

文 学 Literature
相澤啓一

AIZAWA, Keiichiドイツ近・現代文学 Modern German Literature

青柳悦子

AOYAGI, Etsuko 文学理論 物語言語論 Literary Theory Narrative langage theory

秋山 学

AKIYAMA, Manabu 古典古代学・地中海学 Classical Studies and Mediterranean Studies

小川美登里

OGAWA, Midori フランス現代文学 Modern French Literature

加藤百合

KATO, Yuri 比較文学・スラヴ文学 Comparative Literature and Slavic Literature

稀代麻也子

KISHIRO, Mayako 中国六朝文学 Chinese Literature, Literature of Six Dynasties

清登典子

KIYOTO, Noriko 日本近世文学 Pre-Modern Japanese Literature

小松建男

KOMATSU, Takeo 中国近世文学 Chinese Literature

齋藤 一

SAITO, Hajime 文学理論・イギリス文学 Literary Theory, English Literature

佐野隆弥

SANO, Takaya イギリス・初期近代文学 Early Modern English Literature

谷口孝介

TANIGUCHI, Kosuke 日本古代文学、和漢比較文学 Ancient Japanese Literature, Wakan Comparative Literature

馬場美佳

BABA, Mika 日本近・現代文学 Modern Japanese Literature

ヘーゼルハウス, HESELHAUS, Herrad ドイツ文学、比較文学、ユダヤ文学 German Literature, Jewish Literature, Comparative Literature
ヘラト
増尾弘美

MASUO, Hiromi フランス現代文学 Modern French Literature

吉原ゆかり

YOSHIHARA, Yukari 文化研究・イギリス文学 Cultural Studies and English Literature

吉森佳奈子

YOSHIMORI, Kanako 日本中古文学 Ancient Japanese Literature

言 語 学 Linguistics
青木三郎

AOKI, Saburo フランス語文法論、日仏対照言語学 Grammatical Studies. Contrastive Studies of French and Japanese

池田 潤

IKEDA, Jun セム語学、歴史言語学 Semitic Linguistics, Historical Linguistics

池田 晋

IKEDA, Susumu 中国語学、対照言語学 Chinese Linguistics, Contrastive Linguistics

石田 尊

ISHIDA, Takeru 日本語学（文法論） Japanese Linguistics

伊藤 眞

ITO, Makoto 日独対照語彙文化論 Comparative Lexical Studies of Japanese and German

臼山利信

USUYAMA, Toshinobu スラヴ語学、言語政策論 Slavic Linguistics, Language Policy

大倉 浩

OKURA, Hiroshi 日本語史 History of Japanese

大矢俊明

OYA, Toshiaki ドイツ語文法論 Grammatical Studies of German

加賀信広

KAGA, Nobuhiro 生成統語論、英語文法論 Generative Syntax, English Grammar

金谷 優

KANETANI, Masaru 構文文法、語用論 Construction Grammar, Pragmatics

木田 剛

KIDA, Tsuyoshi 談話分析、第二言語習得、社会言語学 Discourse Analysis,Second Language Acquisition; Social Linguistics

金 仁和

KIM, Inhwa 韓国語学、対照言語学 Korean Linguistics, Contrastive Linguistics

澤田浩子

SAWADA, Hiroko 日本語学、日中対照言語学 Japanese Linguistics, Comparative Studies of Chinese and Japanese

島田雅晴

SHIMADA, Masaharu 生成統語論、理論言語学 Generative Syntax, Theoretical Linguistics

杉本 武

SUGIMOTO, Takeshi 日本語学（構文論、意味論）、コーパス言語学 Japanese Linguistics (Syntax, Semantics), Corpus Linguistics

田川拓海

TAGAWA, Takumi 日本語学、理論言語学（形態論、統語論） Japanese Linguistics, Theoretical Linguistics

竹沢幸一

TAKEZAWA, Koichi 統語論、理論言語学 Syntax, Theoretical Linguistics

那須昭夫

NASU, Akio 日本語音韻論、理論言語学 Japanese Linguistics, Theoretical Linguistics

沼田善子

NUMATA, Yoshiko 日本語学（文法論、意味論）Japanese Linguistics

橋本 修

HASHIMOTO, Osamu 日本語文法論、意味論 Japanese Grammar, Semantics

一二三朋子

HIFUMI, Tomoko 日本語教育学 Teaching Japanese as a Second Language

廣瀬幸生

HIROSE, Yukio 意味論、語用論 Semantics, Pragmatics

松崎 寛

MATSUZAKI, Hiroshi 日本語教育学、音声学 Teaching Japanese as a Second Language, Phonetics

矢澤真人

YAZAWA, Makoto 日本語文法論 Japanese Grammar

渡邊淳也

WATANABE, Jun-ya フランス語意味論 French Semantics

和田尚明

WADA, Naoaki 意味論、文法論 Semantics, English Grammar

http://www.modernlc.tsukuba.ac.jp/

現 代語・現 代文化専攻

MASTER’S AND DOCTORAL PROGRAMS IN MODERN LANGUAGES AND CULTURES
What kind of "knowledge" do we need to understand this period we call "modern" ?
In this contemporary "modern" time, we are witnessing all conceivable phenomena in this human world – cultural, linguistic, political,
and economic – drastically changing, transcending their boundaries. Living in such a dynamic time, we are now faced with two difficult
questions: how do we perceive who we are and what we are and what should we do in order to find a way to live in peace and harmony
with others from different cultural backgrounds?
"Modern Languages and Cultures" is a new, innovative academic body which studies a variety of issues relating to these difficult, but
quite important questions. Adopting flexible, creative ideas and approaches beyond existing disciplinary boundaries, the program
aspires to reach the ultimate goal of creating new "modem knowledge" through research.
In order to achieve this goal effectively, "Modern Languages and Cultures" has two separate courses: "Modern Culture Studies" and
"Language and Information Studies". "Modern Culture Studies" particularly pursues studies on cultural phenomena in this world from
diverse approaches, while "Language and Information Studies" focuses on linguistic phenomena from cultural and other perspectives.
Each course, by adopting interdisciplinary perspectives and methods, aims to provide students with educational opportunities to pursue
studies on cultural or linguistic problems. Through studies in these courses, students undergo essential training for their future career
as scholars or professionals in academic and business fields abroad as well as in Japan.
To achieve these objectives efficiently, "Modern Languages and Cultures" is adopting an exceptional educational system, as shown
in the following details:
1. Students’ free, open ideas are highly respected as the core of their studies and learning.
2. Students are supported by more than one advisor.
3. Students are allowed to take classes from other faculties and departments. Credits from the classes are counted as credits required
by "Modern Languages and Cultures" (credits limited). This is to enhance students’ interdisciplinary learning.
4. Students will have many occasions to present their papers and ideas to their colleagues and teachers, which encourages
communication and the growth of a research community.
5. Students are actively encouraged to make presentations on their own topics at both international and domestic conferences.
6. Students’ study abroad is strongly endorsed. Also, students from abroad are enthusiastically welcomed. An international environment
created from students with different cultural backgrounds fosters students’ interest in, and understanding about, other cultures.
"Modern Languages and Cultures" is perfect for those who hope to pursue extensive studies on cultural or linguistic problems
posed to us in this "modern" time, and who seek careers as professional scholars in academic fields or as business professionals in
various social fields.

現 代 語・現 代 文 化 専 攻 に つ い て

止め、既成の学問枠にとらわれない自

のなかでわれわれに問われている文

由な発想をもって、問題を掘り起こし、

化や言語の問題を、個々の自由な視

われわれの生きている現代は、文

分析・検討し、あらたな＜現代知＞の創

点から直視し考察を深め、その結果

化・言語・政治・経済など人間世界の

成をめざす、新しいタイプの専攻です。

得られた成果を、研究者としてまた

＜現代＞という時代は、
われわれに、
どのような＜知＞を求めているのか？

高度専門職業人として世界に発信で

あらゆる事象が、既成枠のフロンティ

この目的のため本専攻は、文化的

アを越え出てめまぐるしく変化してい

諸現象への多様なアプローチ研究を

きるようになることをめざしています。

ます。そのダイナミックな動きのなかで、

行う「現代文化分野」と、文化の根

このため本専攻の教育体制は、次

われわれはどのようにわれわれ自身の

底をなす言語行為へのアプローチ研

ありようを見定め、同時に、他と共に生

究を行う「言語情報分野」の、２つの

きる視点を得ることができるでしょうか。

分野をおいています。いずれの分野

「現代語・現代文化専攻」は、このよ

も、従来の縦割り型の学問体系を離

うな時代からの問いかけを真撃に受け

れた領域横断的な研究を通じて時代

の点を特徴としています。
1．学生の研究は、みずからの自由な
発想を核とする。
2．学生の研究を複数の教員で支え
る複数指導制をとる。

的諸問題について、皆さん自身の視点

3．学生の領域横断的研究を支える

5．学生の学会での研究発表を国

ため、他専攻・他研究科の授業も必修

内・国外を問わず積極的に支援する。

から研究し、深い知見を自分のものと

単位の一部として加算できるものとす

6．留学を推奨し、また留学生を積極

して、専門領域における研究者、ある

的に受け入れて、開かれた研究の場を

いは、社会の実践的分野における高度

確保する。

な知識を備えた職業人として、活躍す

る。
4．口頭発表・論文発表の場を多く
設け、学生間の、また学生と研究者の
間の研究交流を活性化する。

「現代語・現代文化専攻」は、
〈現

ることを目指す人たちのために用意さ

代〉の切っ先に露呈する文化的、言語

れている専攻です。

現 代 文 化 分 野 M ode r n c u l t ur e s
畔上泰治

AZEGAMI, Taiji ドイツ語圏の青少年文化・文化政策 Germanophone Youth Culture, Cultural Politics

江藤光紀

ETO, Mitsunori 現代文化・芸術論（美術・音楽） Modern Culture and Art (Fine Arts and Music)

佐藤吉幸（嘉幸）SATO, Yoshiyuki フランス現代思想・権力理論 French Contemporary Thought, Theory of Power
清水知子

SHIMIZU, Tomoko 比較文学・文化理論・メディア文化論 Comparative Literature, Media and Cultural Theory

武井隆道

TAKEI, Takamichi ヨーロッパ18世紀の舞踊論と文学 Studies on Dance and Literature in 18. Century

竹谷悦子

TAKETANI, Etsuko アメリカ文学・文化 American Literature and Culture

対馬美千子

TSUSHIMA, Michiko 表象文化論、文学への思想的アプローチ Studies of Representation and Culture,
Philosophical Approach to Literature

中田元子

NAKADA, Motoko 19世紀イギリス文学・文化 19th-Century English Literature and Culture

濱田 真

HAMADA, Makoto 近現代ドイツ文化論 Studies of Modern German Culture

廣瀬浩司

HIROSE, Koji フランス思想・現象学 French Philosophy and Phenomenology

馬籠清子

MAGOME, Kiyoko 音楽・文学研究 アメリカ文学 Musico-Literary Studies, American Literature

宮﨑和夫

MIYAZAKI, Kazuo スペイン史・スペイン文化研究 History of Spain, Spanish Cultural Studies

山口惠里子

YAMAGUCHI, Eriko 芸術人類学 イギリス美術 Anthropology of Art, British Art

吉野 修

YOSHINO, Osamu 文化表象論 Studies of Culture and Representation

言 語 情 報 分 野 L a ngua g e a nd I nf orma ti on
磐崎弘貞

IWASAKI, Hirosada 英語語彙・辞書学・コーパス言語学 Vocabulary Research, Lexicography and Corpus Linguistics

卯城祐司

USHIRO, Yuji 英文読解プロセス・教授法・言語習得 EFL Reading Comprehension & Teaching Methodology; SLA

小野雄一

ONO, Yuichi 教育工学 CALL Educational Technology, Computer-Assisted Language Learning

久保田章

KUBOTA, Akira 英語教材分析・第二言語習得 ELT Materials Analysis, Second Language Acquisition

佐々木勲人

SASAKI, Yoshihito 中国語学 Chinese Linguistics

住大恭康

SUMIDAI, Yasunori ドイツ語学（意味論・語用論）German Linguistics (Semantics / Pragmatics)

平井明代

HIRAI, Akiyo 第二言語習得・評価論 Second Language Acquisition & Assessment

宮腰幸一

MIYAKOSHI, Koichi 理論言語学 Theoretical Linguistics

柳田優子

YANAGIDA, Yuko 統語論 言語類型論 日本語学 Syntax, Language Typology, Japanese Linguistics

国 際公 共政 策専攻

http://www.dpipe.tsukuba.ac.jp/top_ja.html

MASTER’S AND DOCTORAL PROGRAMS IN INTERNATIONAL PUBLIC POLICY
The Doctoral/Master’s Program in International Public Policy consists of two fields: International Relations and Sociology.
This program provides comprehensive curriculum to graduate students for their research capacity building through a
professional as well as an interdisciplinary approach in each field. The objective of this program is to educate students by
promoting and upgrading their research capacity to an international level and their practical knowledge for framing problems
and finding solutions in the area of international public policy.
In the field of international relations, students study and devote their time to research on international relations, comparative
politics, international security, international law, the history of international relations, domestic politics and economics,
diplomacy of each area and country such as the United States, Canada, Europe, Russia and Eastern Europe, the Middle East
and North Africa, Central and South America, East and Southeast Asia, and modern Japan. Students are expected to deepen
their analysis of the processes and outcomes connected to the implementation of public policy and note their significance in
this globalizing era. Also, students will devote their research activities to the cultural aspects of globalization, based on the
study of cultural anthropology, as well as field work based on development anthropology, migration studies, and practical
studies for regional development, such as the promotion of sightseeing.
The field of sociology provides education and research on social issues and cultural studies. In terms of sociological issues,
research on social issues related to gender, medicine, education, family, and regional problems are the focus. Cultural studies
place the focus on issues concerning modern culture, knowledge, history, communication, organizations, cities and sports. It is
noteworthy that students are able to study various analytic methods, which are based on qualitative data.

国際公共政策専攻について

に関する国内政治経済や政治外交、

論においては、現代の表象文化、

学分野から構成されています。本

国際関係を研究し、グローバル化

知識、歴史、コミュニケーション、

専攻では、各分野の高度の専門性

時代における公共政策の過程と出

組織、都市およびスポーツ論など

および学際性を備えた教育と研究

力、その意義を考究します。また、

を研究します。様々な分析方法を

指導を通して、国際的水準の研究

文化人類学を基礎とした文化のグ

学ぶことができる点に特徴があり

能力や国際公共政策の実務に必要

ローバリゼーション研究や、開発

ます。

な問題解決能力を備えた人材を育

人類学、移民研究、観光地域づく

成します。

りの実践などをフィールドワーク

本専攻は、国際関係分野と社会

国際関係分野は、国際関係論、

をもとにすすめてゆきます。

比較政治学、国際安全保障論、国

社会学分野は、社会問題と文化

際法、国際関係史、アメリカ、カ

論の研究と教育を行います。社会

ナダ、ヨーロッパ、ロシア・東欧、

問題においてはジェンダー、医療、

中近東・アフリカ、中南米、東ア

教育、家族、地域の問題や逸脱行

ジア・東南アジアおよび現代日本

動などを研究対象とします。文化

国際関係分野

I n ter n ati on al R el ati o ns

グローバル・アスペクト Global Aspect
赤根谷達雄

AKANEYA, Tatsuo 国際関係論、レジーム論、安全保障論 International Relations, Regime Theory, International Security

コヴェール， COVELL, Charles E. 政治哲学、国際法、比較行政研究 Political Philosophy, International Law, Comparative Public
チャールズE Administration
東野篤子

HIGASHINO, Atsuko 国際関係論、ヨーロッパの国際政治、EU研究 International Relations, International Politics in Europe, EU Studies

松岡 完

MATSUOKA, Hiroshi アメリカ外交史 American Diplomatic History

南山 淳

MINAMIYAMA, Atsushi 国際政治学、国際政治理論、国際紛争と安全保障 International Relations Theory, Global Conflict and Security

モゲス，
アブ ギルマ

MOGES, Abu Girma 経済政策、アフリカ政治経済、富と所得格差 Economic Policy, African Political Economy,
Wealth and Income Inequality

吉田 脩

YOSHIDA, Osamu 国際法 International Law

ポリティカル・アスペクト Political Aspect
岩崎美紀子

IWASAKI, Mikiko 比較政治学、連邦制、カナダ政治 Comparative Politics, Federalism, Canadian Politics

柏木健一

KASHIWAGI, Kenichi 開発経済学、中東・北アフリカ経済研究 Development Economics, Economy of Middle East and North Africa

近藤康史

KONDO, Yasushi 政治理論、比較政治学、現代ヨーロッパ政治 Political Theory, Comparative Politics, Modern European Politics

鈴木 創

SUZUKI, So アメリカ政治、議会研究 American Politics, Legislative Studies

竹中佳彦

TAKENAKA, Yoshihiko 政治学・日本政治論（政治意識、イデオロギー、投票行動）Political Science, Japanese Politics
(especially Political Attitudes, Ideology and Voting Behavior)

中村逸郎

NAKAMURA, Itsuro 現代ロシア政治、日口関係 Contemporary Russian Politics, Japan-Russia Relation

毛利亜樹

MORI, Aki 現代中国政治、アジア太平洋の国際関係 Contemporary Chinese Politics, International Relations in the Asia-Pacific

カルチュラル・アスペクト Cultural Aspect
鈴木伸隆

SUZUKI, Nobutaka 文化人類学、植民地研究、フィリピン研究 Cultural Anthropology, Colonial Studies, Philippine Studies

関根久雄

SEKINE, Hisao 文化人類学、地域開発論、オセアニア島嶼研究 Cultural Anthropology, Regional Development, Oceanic Studies

前川啓治

MAEGAWA, Keiji 文化人類学、国際文化論、地域づくり Cultural Anthropology, Theory of International Culture, Regional Development

社会学分野
五十嵐泰正

Soci ol og y

IGARASHI, Yasumasa 都市社会学、国際移動論 Urban Sociology, Transnational Migration

ウラノ，
URANO, Edson Ioshiaqui 国際社会学、国際社会政策、ラテンアメリカ社会研究 Transnational Sociology, International
エジソン ヨシアキ Social Policy, Social Studies in Latin America
奥山敏雄

OKUYAMA, Toshio 医療社会学、組織社会学 Medical Sociology, Organizational Sociology

葛山泰央

KATSURAYAMA, Yasuo 知識社会学、言説分析 Sociology of Knowledge, Discourse Analysis

土井隆義

DOI, Takayoshi 逸脱行動論、社会意識論 Theory of Deviant Behavior, Theory of Social Consciousness

野上 元

NOGAMI, Gen 歴史社会学、戦争と社会 Historical Sociology, War and Society

黄 順姫

WHANG, Soon Hee 文化社会学、スポーツ社会学、教育社会学 Sociology of Culture, Sociology of Sport, Sociology of Education

森 直人

MORI, Naoto 教育／労働の歴史社会学、社会階層論 Historical Sociology of Education/Work, Theory of Social Stratification

http://www.japan.tsukuba.ac.jp/

国際日本研究専攻（博士前期課程・後期課程）

MASTER’S AND DOCTORAL PROGRAM IN INTERNATIONAL AND ADVANCED JAPANESE STUDIES
The Master’s and Doctoral Programs in International and Advanced Japanese Studies are the newest set of graduate programs
in the Graduate School of Humanities and Social Sciences. These hybrid programs are made up from disciplines in the
humanities, social sciences and Japanese language pedagogy, forming the foundations of educational and research training at
the graduate level. The programs are made up of four degree programs: 1) International Japanese Social Studies, 2) International
Japanese Humanities, 3) Japanese Language and Japanese Language Pedagogy and 4) Global Multidisciplinary Studies for
Japanese Culture and Society. The Master’s and Doctoral Programs in International and Advanced Japanese Studies accept
professionals who wish to continue education and research at the graduate level and also provides accelerated M.A. and Ph.D.
courses for professionals. The programs’ internationally acclaimed faculty will provide academic guidance at the highest level by
the introduction of newly designed intensive education courses and research programs (by which students can graduate from
master’s and doctoral courses within three years as the shortest course by permission) and other new courses aimed for
professionals wishing to continue education.

国際日本研究専攻について

平成20年に新設された国際日

プリン型のプログラムも設け、複

本研究専攻は平成27年度から博士

雑化する日本を中心とする現代国

前期・後期課程となり、教育内容

際社会の諸課題に対し、専門的能

が拡充され、4つの学位プログラ

力を活用する問題解決型・実践型

ム(国際日本複合研究学位プログラ

の能力を養う。旧国際日本研究専

ム、国際日本社会科学学位プログ

攻の成果や教育・研究上の蓄積を

ラム、国際日本人文科学学位プロ

引継ぎつつ、新国際日本研究専攻

グラム、日本語教育学学位プログ

は早期修了制度、社会人入学制度、

ラム)を設ける。体系的なコース

指定校推薦入学制度などの新たな

ワークを通じて、現代日本の特質

制度を導入し、日本から世界に向

を解明するための幅広い専門的領

けて新たな融合学際型の教育・研

域と俯瞰的なものの見方を修得す

究システムを展開する。

る。国際日本複合研究の学融合型
の特色を強めながら、社会科学、
人文科学、日本語教育学のディシ

国際日本複合研究学位プログラム Global Multidisciplinary Studies for Japanese Culture and Society
明石純一

AKASHI, Jun’ichi 移民・難民研究、国際人口移動論、グローバルガバナンス Migration and Refugee Studies, International
Population Movements in Asia, Global Governance on Migration

井出里咲子

IDE, Risako 言語人類学、ことばの民族誌、社会言語学 Linguistic Anthropology, Ethnography of Communication, Sociolinguistics

大友貴史

OHTOMO, Takafumi 国際政治理論、国際安全保障 International Relations, International Security

海後宗男

KAIGO, Muneo 情報メディア論、メディア・コミュニケーション論 Media Communication Research, Information and
Network Society

佐藤貢悦

SATO, Koetsu 哲学・倫理学、東アジア思想史、漢字文化論 Comparative Thought of History on East Asia,
Philosophy/Ethics, Culture of Chinese Characters

塩谷哲史

SHIOYA, Akifumi 中央アジア近現代史、ナショナリズム論、環境史 Modern History of Central Asia, Nationalism in
Central Asia, History of Irrigation

柴田政子

SHIBATA, Masako 比較教育、歴史教育、教育社会学 Comparative Education, History Education, Sociology in Education

高木智世

TAKAGI, Tomoyo 会話分析、エスノメソドロジー、ディスコース、社会言語学 Conversation Analysis, Ethnomethodology,
Discourse, Sociolinguistics

タック 川﨑
レスリー

TKACH-KAWASAKI, Leslie 政治コミュニケーション、ニューメディアと政治 Political Communication, New Media and
Politics, Website Analysis, E-science

田中洋子

TANAKA, Yoko 企業・労働史、比較歴史分析、ドイツ経済史・経済論 German and European Socio-Economic History,
Labor and Corporations in the Globalization

ダダバエフ
ティムール

DADABAEV, Timur 国際関係、中央アジアの国際政治、地域統合、地域機構 International Relations, International Politics in
Central Asia, Regional Integration, Regional Institutions

津城寛文

TSUSHIRO, Hirofumi 日本の精神文化、宗教と社会、公共宗教、日本宗教 Religion and Society, Public Religion, Modern Spiritualism

仲田 誠

NAKADA, Makoto 情報社会論、情報社会病理論、メディア論、メディア文化論 Studies on Information Society,
Information Ethics (Intercultural Information Ethics), Studies on Mediated Reality

潘

PAN, Liang 戦後日本外交、現代日本政治外交史、日本の国連政策 Postwar Japanese Foreign Policy, Modern Japanese
Diplomatic History, Japanese Relations with the United Nations

亮

平石典子

HIRAISHI, Noriko 比較文学（ヨーロッパ世紀末文学、日本近・現代文学）Comparative Literature (European Fin-de-Siecle
Literature, Modern Japanese Literature)

平山朝治

HIRAYAMA, Asaji 日本文化と経済思想、経済思想、経済システム論 Economic Ideas, Theory of Economic System,
Comparative Study of Thoughts and Ideas

許 明子

HEO, Myeongja 言語とコミュニケーション・スタイル Language and Communication Style

国際日本社会科学学位プログラム International Japanese Social Studies
明石純一

AKASHI, Jun’ichi 移民・難民研究、国際人口移動論、グローバルガバナンス Migration and Refugee Studies, International
Population Movements in Asia, Global Governance on Migration

大友貴史

OHTOMO, Takafumi 国際政治理論、国際安全保障 International Relations, International Security

塩谷哲史

SHIOYA, Akifumi 中央アジア近現代史、ナショナリズム論、環境史 Modern History of Central Asia, Nationalism in
Central Asia, History of Irrigation

柴田政子

SHIBATA, Masako 比較教育、歴史教育、教育社会史 Comparative Education with Special Reference to State Formation,
Elite Formation and Nationalism

関 能徳

SEKI Katsunori 比較政治学、比較政治経済学、計量政治学、民主化、独裁制、選挙アカウンタビリティ Comparative Politics,
Comparative Political Economy, Quantitative Political Science, Democratization, Dictatorship, Electoral Accountability

高橋秀直

TAKAHASHI, Hidenao 金融論、金融史 Monetary Economics, Monetary History

タック 川﨑
レスリー

TKACH-KAWASAKI, Leslie 政治コミュニケーション、ニューメディアと政治 Political Communication, New Media and
Politics, Website Analysis, E-science

田中 洋子

TANAKA, Yoko 企業史・労働史、比較労働政策、比較歴史分析、ドイツ経済史・経済論 Business History / Labor History,
Comparative Labor Policy, Comparative Historical Analysis, German Economy and Economic History

ダダバエフ
ティムール

DADABAEV, Timur 国際関係、中央アジアの国際政治、地域統合、地域機構 International Relations, International Politics in
Central Asia, Regional Integration, Regional Institutions

崔 宰栄

CHOE, Jae-Young 計量社会科学、計量政治学、交通計画・政策 Quantitative Social Science, Quantitative Study of
Comparative Politics, Public Policy (Urban/Transport Policy)

津城寛文

TSUSHIRO, Hirofumi 日本の精神文化、宗教と社会、公共宗教、日本宗教 Religion and Society, Public Religion, Modern Spiritualism

仲 重人

NAKA, Sigeto 日本社会と公共経済 Public Choice, Public Economics

根本信義

NEMOTO, Nobuyoshi 法と市民社会、裁判実務、紛争解決 Civil Society Established by Law, Trial Practice, Dispute Settlement

潘

PAN, Liang 戦後日本外交、現代日本政治外交史、日本の国連政策 Postwar Japanese Foreign Policy, Modern Japanese
Diplomatic History, Japanese Relations with the United Nations

亮

平沢照雄

HIRASAWA, Teruo 現代日本経済史、日本経済論、地域経済論、中小企業論 Japanese Economic History, Japanese Economy,
Regional Economy, Small Business

福住多一

FUKUZUMI, Masakazu ゲーム理論、進化ゲーム理論、数理経済学 Game Theory, Evolutionary Game Theory,
Mathematical Economics

宮坂 渉

MIYASAKA, Wataru 古代ローマ法、民法、西洋法制史、法と国際社会 Fundamental Law, Civil Law

国際日本人文科学学位プログラム International Japanese Humanities
今泉容子

IMA-IZUMI, Yoko 文学と映画、映画研究、日本映画、アジア映画、欧米映画 Comparative Image Cultures, Films in the
Pacific-Rim, Film Grammar, Visual Arts, English Literature (Romanticism)

嚴 錫仁

EOM, Seogin 東アジア比較思想史、家庭教育論 Comparative Thought of History on East Asia, Studies on Home Education

海後宗男

KAIGO, Muneo 情報メディア論、メディア・コミュニケーション論 Media Communication Research, Information and
Network Society

佐藤貢悦

SATO, Koetsu 哲学・倫理学、東アジア思想史、漢字文化論 Comparative Thought of History on East Asia,
Philosophy/Ethics, Culture of Chinese Characters

白戸健一郎

SHIRATO, Kenichiro メディア史、東アジアのメディア文化論、放送文化論 Media History, Media Culture in East Asia, Broadcasting Culture

津城寛文

TSUSHIRO, Hirofumi 日本の精神文化、宗教と社会、公共宗教、日本宗教 Religion and Society, Public Religion, Modern Spiritualism

仲田 誠

NAKADA, Makoto 情報社会論、情報社会病理論、メディア論、メディア文化論 Studies on Information Society, Information
Ethics (Intercultural Information Ethics), Studies on Mediated Reality

平石典子

HIRAISHI, Noriko 比較文学（ヨーロッパ世紀末文学、日本近・現代文学）Comparative Literature (European Fin-de-Siecle
Literature, Modern Japanese Literature)

平山朝治

HIRAYAMA, Asaji 日本文化と経済思想、経済思想、経済システム論 Economic Ideas, Theory of Economic System,
Comparative Study of Thoughts and Ideas

日本語教育学学位プログラム Japanese Language and Japanese Language Pedagogy
井出里咲子

IDE, Risako 言語人類学、ことばの民族誌、社会言語学 Linguistic Anthropology, Ethnography of Communication, Sociolinguistics

伊藤秀明

ITO, Hideaki 日本語教育学、日本語教育方法研究 Japanese Language Education, Japanes Language Educational Methods

ヴァンバーレン
ルート

Vanbaelen, Ruth 日本語を中心とした社会言語学 Sociolinguistic Studies with a Focus on Japanese Language

小野正樹

ONO, Masaki 日本語を中心とした語用論研究、日本語教育学 Japanese Language Education, Japanese Functional Grammar

木戸光子

KIDO, Mitsuko 日本語学（文章論）、日本語教育学 Japanese Language Education, Study on Japanese Discourse

酒井たか子

SAKAI, Takako 日本語教育学、言語心理学（日本語能力の測定）Japanese Language Education, Psychology of SecondLanguage Acquisition (Assessment of Japanese Language Proficiency)

関崎博紀

SEKIZAKI, Hironori 日本語教育学、会話の分析 Japanese Language Education, Conversation Analysis

高木智世

TAKAGI, Tomoyo 会話分析、エスノメソドロジー、ディスコース、社会言語学 Conversation Analysis, Ethnomethodology,
Discourse, Sociolinguistics

ブッシュネル BUSHNELL, Cade Conlan エスノメソドロジー的会話分析、社会文化的学習論 Ethnomethodological Studies, Conversation
ケード コンラン Analysis, Situated Learning, Japanese Language Education
許 明子

HEO, Myeongja 日本語教育学
（文法論）
、対照言語学 Japanese Language Education (Studies in Grammar), Comparative Linguistics

国際 地域 研究専攻

http://www.chiiki.tsukuba.ac.jp/

MASTER’S PROGRAM IN INTERNATIONAL AREA STUDIES
Our program aims to develop experts on a specific region with broad perspectives and high-level professionals, who are
capable of playing an active role in the arena of global contribution and international cooperation. We try to realize this goal
through area studies, which requires an intrinsic and comprehensive understanding of a specific country and regional
community. Our faculty members and students include more than 25 nationalities, and we offer more than 70 subjects
conducted in English.
Our program consists of seven specific major courses as follows: East Asian Studies, Southeast Asian and Oceanian Studies,
Central Eurasian Studies, Middle Eastern and North African Studies, European Studies, North American Studies, and Latin
American Studies. We provide flexible curricula to facilitate comparative and interregional research in response to the changing
concept of the region in a globalizing world as well as problems on a global scale. Our program encourages students to
conduct fieldwork and research abroad, and welcomes students from abroad. Upon completion of the program, students will be
conferred a M.A. in Area Studies, or Master of Arts.
Our program manages a special program, ‘Area Studies Innovation Program (ASIP)’, which aims to develop human
resources who are qualified to work in certain developing countries with special knowledge and understanding of the area by
studying there for one year. In addition to the standard two-year program and ASIP, we are managing four special English
programs for young officials and young leaders working abroad. To further their studies, students who complete the program
may apply to Doctoral program in the Graduate School of Humanities and Social Sciences at the University of Tsukuba.

▼授業風景（Class Room）

▼文科系修士棟（Building for Master’
s Program）

国際地域研究専攻について

本専攻は、特定の国家や地域社

カ研究、ヨーロッパ研究、北アメ

に活躍するローカル最適なグロー

会の内在的かつ総合的理解を目指

リカ研究、ラテンアメリカ研究の

バル人材の育成を目指した「地域

す「地域研究（area studies）」を

7つの研究領域（コース）があり

研究イノベーション学位プログラ

通して、国際性、学際性、実践性

ます。グローバル化に伴って変化

ム（ASIP）」が設けられています。

を柱とした教育研究を行います。

する地域概念や地球環境規模の課

また、英語だけで講義を行い、学

対象に対し自ら主体的に働きかけ、

題に対応するため、比較や地域横

位（「修士（国際学）」、「修士（経済

国際貢献や国際協力の現場で活躍

断的な研究を可能とする柔軟なカ

学）」）を授与する複数の英語特別

できる、広い視野をもった高度な

リキュラムを用意しています。本

プログラムを併置しています。さ

専門職業人、特定地域の専門家の

専攻では、現地での調査や研究を

らに高度な専門知識の修得を希望

育成を目標としています。教員陣

推奨しています。本専攻の修了に

する修了生には、人文社会科学研

と留学生の国籍は25カ国以上に及

より、「修士（地域研究）」または

究科各専攻の博士後期課程への進

び、英語で行われる講義数は70科

「修士（学術）」の学位が授与さ

学の道が用意されています。

目を超えています。

れます。

本専攻には、東アジア研究、東

本専攻には学士課程と修士課程

南アジア・オセアニア研究、中央

（国際地域研究専攻）の一貫教育

ユーラシア研究、中東・北アフリ

プログラムとして、新興国を中心

東 ア ジ ア 研 究 East Asian Studies
徳丸亜木

TOKUMARU, Aki 歴史民俗学、比較民俗学、信仰伝承論 Historical Folklore, Comparative Folklore, Theory of Folk Beliefs

山本 真

YAMAMOTO, Shin 中国・台湾近現代史、華僑史 Modern History of China and Taiwan, History of Oversea Chinese

毛利亜樹

MOURI, Aki☆ 現代中国政治、国際関係論 Contemporary Chinese Politics, International Relations

丸山宏

MARUYAMA, Hiroshi※ 中国と台湾の宗教史、近現代中国・台湾の宗教 Daoist Study of China and Taiwan,Comparative
Religious Study

木村周平

KIMURA, Shuhei※ 文化人類学（トルコと日本・災害・科学技術） Cultural Anthropology(Turkey and Japan, Disaster,
Technology)

朴 宣美

PARK, Sunmi※ 近代東アジアにおける文化交流史・ジェンダー史 Cultural Exchange in Modern East Asia, Gender History
in Modern East Asia

東 南 ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア 研 究 Southeast Asian and Oceanian Studies
堤

純

根本 達

TSUTSUMI, Jun 地理学、オーストラリア研究 Geography, Australian Studies
NEMOTO, Tatsushi 文化人類学、南アジア研究 Cultural Anthropology, South Asian Studies

中 央 ユ ー ラ シ ア 研 究 Central Eurasian Studies
臼山利信

USUYAMA, Toshinobu☆ ロシア語学、外国語教育、言語政策論 Russian Linguistics, Foreign Language Education, Language Policy

ダダバエフ， DADABAEV, Timur☆ 中央アジアの国際関係論 Studies on the International Relations in Central Asia
ティムール
タック川﨑， TKACH-KAWASAKI, Leslie☆ 政治学、政治コミュニケーション、ホームページ内容分析、インターネット研究 Political
レスリー
Communication, New Media and Politics, Website Analysis, Internet Studies
塩谷哲史

SHIOYA, Akifumi☆ 中央アジア近現代史、ロシア・ソ連史、イスラーム地域研究 Modern and Contemporary History of
Central Asia, History of Russia and the Soviets, Islamic Area Studies

加藤百合

KATO, Yuri※ ロシア文学、比較文学 Comparative Literature and Slavic Literature

中 東 ・ 北 ア フ リ カ 研 究 Middle Eastern and North African Studies
山田重郎

YAMADA, Shigeo 古代オリエント史、ユダヤ史 History of the Ancient Near East, Jewish History

柏木健一

KASHIWAGI, Kenichi☆ 開発経済学、中東・北アフリカの経済 Development Economics, Economic Development in
Middle East and North Africa

中野優子

NAKANO, Yuko☆ 開発経済学、アフリカ経済 Development Economics, African Economy

秋山 学

AKIYAMA, Manabu※ 古典古代学、仏教史 Classical Studies, History of Buddhism

池田 潤

IKEDA, Jun※ セム語の文献研究 Linguistic Analysis of Hebrew and Akkadian

常木 晃

TSUNEKI, Akira※ 西アジア考古学 Archaeology of West Asia

モゲス，
MOGES, Abu Girma☆ アフリカ経済、所得分配と不平等、財政分権化 African Economy, Income Distribution and Inequality,
アブ ギルマ Fiscal Federalism

ヨーロッパ研究 European Studies
臼山利信

USUYAMA, Toshinobu☆ ロシア語学、外国語教育、言語政策論 Russian Linguistics, Foreign Language Education, Language Policy

津田博司

TSUDA, Hiroshi イギリス帝国史、オーストラリア・カナダ研究 History of the British Empire, Australian and Canadian Studies

村上宏昭

MURAKAMI, Hiroaki ドイツ近現代社会史、史学史 Social History of Modern Germany, History of Historiography

秋山 学

AKIYAMA, Manabu※ 古典古代学、仏教史 Classical Studies, History of Buddhism

畔上泰治

AZEGAMI, Taiji※ ドイツ語圏の文化と社会 Modern Germanophone Youth Culture, Cultural Politics

呉羽正昭

KUREHA, Masaaki※ 人文地理学、ヨーロッパ地誌学 Regional Geography of Central Europe

田中洋子

TANAKA, Yoko※ 労働、企業、ドイツ、社会経済史、社会政策 Labor, Corporation, Germany, Socio-Economic History,
Social Policy

加藤百合

KATO, Yuri※ ロシア文学、比較文学 Comparative Literature and Slavic Literature

ヘーゼルハウス，HESELHAUS, Herrad※ ドイツ語文学と文化 German Literature and Culture
ヘラト
宮﨑和夫

MIYAZAKI, Kazuo※ スペイン近世史、スペイン文化 Early Modern History of Spain, Spanish Culture

北アメリカ研究 North American Studies
木村武史

KIMURA, Takeshi アメリカ社会研究（宗教学、環境論）American Religions, Sustainability

辻雄一郎

TSUJI, Yuichiro アメリカ憲法、行政法、比較法、情報法、環境法 Constitution of the United States, Administrative Law,
Comparative Law, Cyber Law, Environmental Law

佐藤千登勢

SATO, Chitose※ アメリカ現代史、社会保障・福祉 Modern U.S. History, Social Security and Welfare

井出里咲子

IDE, Risako※ 言語人類学、社会言語学、語用論 Linguistics Anthropology, Sociolinguistics, Pragmatics

ラテンアメリカ研究 Latin American Studies
箕輪真理

MINOWA, Mari☆ 開発経済学、ラテンアメリカ経済 Economic Development in Latin America

ウラノ，
URANO, Edson Ioshiaqui☆ ラテンアメリカ社会研究 Social Studies in Latin America
エジソン ヨシアキ

専門基礎 Foundation Subjects
守田智保子

MORITA, Chihoko 刑事訴訟法 Criminal Procedure

各種プログラム担当 Special Programs
黒川義教

KUROKAWA, Yoshinori☆ 国際貿易論、産業組織論 International Trade, Industrial Organization

内藤久裕

NAITO, Hisahiro☆ 公共経済学、ミクロ経済学 Public Economics, Microeconomics

ユウ ゼンフェイ Yu, Zhengfei☆ 計量経済学、経済統計 Econometrics, Economic Statistics
※印は、他専攻からの協力教員です（※ means cooperative professors in other Master’s programs)
☆印は、各種プログラムを担当している教員です（☆ means professors in charge of the Special programs)
他にも多くの協力教員が授業を担当しています
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