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１．新入生歓迎のご挨拶
こちらは４月に、オンライン授業ツールToyonet-ACEに公開したものです。

2020年度新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科へようこそ。本学科の学科長を務めます大

野と申します。よろしくお願いいたします。

本来でしたら「東京2020の記念すべき節目の年に」という文章でお祝いの言葉を始めるつも
りでした。しかしながら、まさかの新型コロナウイルス感染症対策による緊急事態宣言の中、
しかも対面型ガイダンスではなくオンラインで、みなさんをお迎えし、お祝いする運びとなり
ました。みなさんの晴れやかなお顔が見られないのは残念ではありますが、この2020年4月が、
みなさんにとっても我々教員にとっても、忘れられない年となることは間違いないでしょう。

思い起こせば東日本大震災直後の2011年4月も、節電と自粛により入学式が中止となりまし
た。しかしながら、直前に起こった惨事ゆえに命の尊さを再認識し、だからこそ思いやりに溢
れ、忍耐力に優れた新入生たちが、目を輝かせていたのをはっきり覚えています。Stay home 
の思いやりと忍耐とを必要とされている、2020年4月入学のみなさんもまた、命の尊さを再認
識し、優しい眼差しを持った方々に違いありません。
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そのようなみなさんに、ドイツ文学の中からこんな言葉を贈りたいと思います。

この動揺する時代に
自分までぐらつくのは災いを増すばかりだ。
おのれの志を守ってゆずらぬ者だけが
世の中を作り上げて行くのだ。 ゲーテ『ヘルマンとドローテア』（1797）より

Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist,
Der vermehrt das Übel und breitet es weiter und weiter;
Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich.

出典となった作品は、フランス革命による動揺渦巻く時代における恋愛物語ですが、若
いヘルマンとドローテアの対話の中に、己の生き方を見つめ直す眼差しと、平凡な日常の
有難さが透けて見えるようなところもあります。
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みなさんの大学生活は、確かにコロナショックの動揺の中で始まりました。ついこの
間まで普通に購入できていたものが突然手に入らなくなるなど、変わりゆく日常に不安
を覚えることもあるかもしれません。でも、そんな時だからこそ、あえて立ち止まり、
自分を見つめ直し、自分を取り巻くコミュニティや世界をも見つめ直し、己の立ち位置
と歩み方を見極めて、一歩ずつ歩んでいかなければならないのではないでしょうか。

そのために必要な「思考力」、「分析力」、「判断力」、「表現力」、「行動力」を、
国際文化コミュニケーション学科における学びを通して身につけ、グローバル社会の荒
波にもまれても流されない「自分」というものを、見つけていただければ幸いです。

たとえば、非対面型授業やテレワークが否応なしに求められるこの数か月で、人と人
とのコミュニケーションの在り方が実際変わってきていることに、みなさんも気づいて
いると思います。「コミュニケーション」という名を掲げる学科の学生ならば、まずは
そのような身近なところから、「コミュニケーション」を見つめ直してみるのもいいで
しょう。
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また、「お辞儀をする文化とハグをする文化という違いが、感染症の感染率の差につ
ながっているのではないか」といった情報にも、最近触れたことがあるのではないで
しょうか。「文化」という名を掲げる学科の学生ならば、たとえばそのような情報番組
のふとした言葉から、「文化」というものを見つめ直してみるのもいいでしょう。

そしてこのような「小さな気づき」の積み重ねが、豊かな「思考力」、「分析力」、
「判断力」、「表現力」、「行動力」へとつながっていくということを、大学生活の中
で、新しい友人と共に体験してください。そのお手伝いができることを、我々教員一同
楽しみにしています。

最後にもう一言。授業についてのみならず、あらゆる情報は、待つのではなく自分か
ら取りにいくこと。ただし、情報に振り回されないように。そして、悪い情報に騙され
ないように。そのような自己責任の積み重ねの先に、素敵な大学生活と卒業式が待って
いるということを、どうぞお忘れなきように。

2020年4月11日
国際文化コミュニケーション学科2020年度学科長
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２．2020年度新入生保護者のみなさまへご挨拶
東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科へようこそ。
国際文化コミュニケーション学科は2017年４月に開設されましたので、2020年

度は完成年度、つまり、ようやく４学年がそろう節目の年です。今年度は30名の
留学生を含む102名の新入生をお迎えしています。新型コロナウイルス感染症対策
のため、春学期全面オンライン授業となり、さらに対面での父母懇談会が実施で
きず大変残念です。
さて、専任教員も非常勤教員も学内職員も皆助け合いながら、これまで展開し

たことのない全面オンライン授業を開始し、２か月目をむかえます。オンライン
会議システムを一から学び、授業計画を見直し、新しい教材を導入しつつ授業準
備を進めていくなかで、新入生＆在学生、日本人学生＆外国人留学生の技術的か
つ精神的サポートにもできる限り努めては参りましたが、なかなか行き届かない
ところもあったことと存じます。この場をお借りしてお詫び申し上げますととも
に、保護者のみなさま方のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。
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4月27日に春学期の授業が開始されますと、オンライン授業ツールを通じて、
我々教員の目に飛び込んできたのは、「このような大変な状況下、オンラインで
授業を始めて下さりありがとうございます！」という、大変多くの学生からの喜
びと感謝のことばでした。教室で授業を受けるという「あたりまえの日常」が奪
われ不満もつのるなか、このような他者を思いやる気持ちに溢れたみなさんがこ
の学科で学んでいるということは、我々の誇りです。まだ直接お話したことのな
い新入生のみなさんと、「いつものあたりまえの対面授業」ができる日を、教員
一同心待ちにしています。
最後に、今回の父母懇談会用のコンテンツ作成を依頼されたとき、キャンパス

でまだ一度も授業を受講したことのない、新入生やその保護者のみなさまが、今、
どんなことをお知りになりたいのか、私なりに考えてみました。掲載場所がHPと
なり、アップできる情報はどうしても限られてしまいますが、本コンテンツをぜ
ひ、ご子息ご息女と共にご覧の上、ご活用いただければ幸いに存じます。

2020年6 月13 日
国際文化コミュニケーション学科2020年度学科長
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３．専任教員紹介（12名：詳しくは大学HPをご覧ください）

 朝比奈美知子（教授） フランス文学文化、比較文学文化
 石田仁志（教授） 日本近現代文学
 大野寿子（教授） ドイツ文学文化、伝承文学（グリム童話）
 鈴木雅光（教授） 英語学、英文法
 高橋雄範（教授） 英語学
 竹野谷みゆき（教授） 社会言語学、語用論
 萩原喜昭（教授） 電波天文学
 平畑奈美（教授） 日本語教育、異文化間心理学
 竹内美紀（准教授）児童文学、翻訳論
 堀ひかり（准教授）視覚文化論、ジェンダー論、映像学
 スエンウイングサムロサ（講師） Teaching English to Speakers of Other 

Languages（他言語話者に対する英語教授法）
 源邦彦（助教）言語社会学、言語計画論、知識社会学

2020年度大学院専攻長

2020年度学科長
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４．学科概要（学科開設時のリーフレットより）
10 学科がめざすもの



11 学びの特長

２

１

３

４

５



12

学びの流れ

★１年次から「英語＋１言
語」の語学力を定着させ、
異文化理解・文化間コミュ
ニケーションの基礎を学ぶ。
（入門ゼミナールの所属）

★２年次からは自身の興味
に応じて所属ゼミナールを
選択し、語学力・文化理解
力の向上をめざす。

★２年次後半から３年次は、
自主的な“学び”の実践期間。
中・長期留学はこの時期が
ベスト。

★４年次は所属ゼミナール
での卒業論文作成を中心と
した“学び”の集大成。



①入門ゼミナールとは？

 この科目は1年春学期の必修科目で、4コース（クラス）に分けられていますが、4
コースとも金曜日4時限目です。すでに皆さんのコース分けは学科のほうで行い、履
修登録も一括して事前に行われてあります。

 大学での学びのスタートとしての初年次教育プログラムの位置づけとなっており、4
コース共通のシラバスと学修到達目標を掲げています。各コースの担当教員の専門
分野に即した形で学ぶことにはなりますが、基礎的な部分は同じです。

 学修到達目標は、アカデミック・スキルの学修です。具体的には以下のようなもの
があります。

クリティカル・リーディング、ロジカル・シンキング、プレゼンテーション、
アカデミック・ライティング、情報収集・整理力

 また、ゼミを通じて、学科の友だちを作り、学科の一員としての自覚を高めてもら
いたいと思っています。大学生の本分は、学問することです。そして学問するため
には、共に学ぶ仲間、先輩、後輩、教員とのつながりが大切です。

 この入門ゼミナールを通じて、楽しく充実した大学生活をスタートさせましょう。
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５．オンライン新入生ガイダンスより
（４月にオンライン上で実施した新入生ガイダンス用コンテンツを部分的に紹介）



②留学生サポート
 文学部では、独自に外国人留学生への日本語学習支援として、日本語教師を目指し
ている学生（チューター）および日本語教育TAによる「日本語クラブ」を開設して
います。

 チューターとなるのは、おもに本学科の先輩日本人学生で、「日本語クラブ」の場
所は、国際文化コミュニケーション学科第2共同研究室（6号館4階60448）です。運
営は、科の教員および日本語教育TAが行っています。

 利用は無料。事前予約制です。
 本学科は、英語の学習に力を入れています。留学生の皆さんにとっては、英語が
「外国語」であることも多いとは思います。しかし、それだけではなく、「日本
語」も皆さんにとっては、「外国語」です。その点で、日本人学生よりもたくさん
勉強しなければならないこともあります。

 日本語や英語のことで悩んでいたら、ためらわずに共同研究室のTAや「日本語クラ
ブ」の日本語教育TA、学科の教員、クラスの学生に話しかけ、相談してください。

 留学生の皆さんが、多くの学生たちと交流することこそが、国際文化コミュニケー
ション学科における国際文化交流の第一歩です。そして、日本文化・日本社会のこ
とをたくさん学んでください。
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６．新入生・在学生・非常勤教員向けオンライン授業準備ガイダンス

オンライン授業に対する学生たちの不安を緩和するために、学生にWebExミーティングシステム
を紹介するオンラインセッションを、学科独自で開催しました。（参加は任意）
授業開始前に多くの学生がオンライン上で意見交換をしながら、接続確認、アプリ機能確認、

グーグルの活用についての基礎知識を得ることができました。非常勤教員や他学科教員にも参加し
ていただき交流の場を持てたことは幸いでした。

 参加者：学生238名、教員（非常勤含む）28名
 日程：4/17（金）14:00-15:00 （教員対象に延長あり）４年生対象

4/20（月）14:00-15:00 （教員対象に延長あり）３年生、１年生対象
4/22（水）14:00-15:00 （教員対象に延長あり）２年生、１年生対象
4/24（金）14:00-15:00（教員対象に延長あり）全学年対象

 時間配分:15分 チェックイン（お互い慣れないので、最初は時間がかかる）、接続確認
30分 学生に機能を説明（挙手、アンケート回答、チャット）、グーグル機能説明
15分 Q&A受け付け
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７．入門ゼミナール留学生のための新入生＆上級生交流会


異国の地でStay Homeとなり、新しい学友を作る機会を失われてしまった新入生留
学生が孤立しないように、先輩留学生との交流会を、入門ゼミナール担当教員を中
心に、急遽開催しました。みなさん喜んでくれました。

 2020/6/5(金) 3:45-4:15 (若干延長あり)Zoomで開催
 テーマ「一年生は、なんでも上級生に聞いてみよう」

１．教員自己紹介
２．上級生留学生の自己紹介（７名）
３．ブレイクアウト

小グループに分かれて、自己紹介をしながら母語（主に中国語）で交流。
どんな授業をとるべき？／バイトと勉強の両立／奨学金／
一年生の時の思い出／日本語上達の秘訣／苦労話などなど

４．メインセッションにて全体交流
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新入生全体と学科の先
輩たちとの交流会は６
月１９日４限に企画予
定です。



８．学科主催および学科教員担当の主だった行事紹介（2017～2019年度）

①2017年度 海外からも多くの講師を招聘し研究教育活動を推進しています
１．講演：“Sleeping Beauty” – A Fairy Tale in European Tradition – With Historical Documents

and Artistic Images.（英語）
講師：ベルンハルト・ラウアー氏（ドイツ／グリム兄弟博物館前館長、グリム兄弟協会理事）

2017年5月23日（火）5限目、6201教室
２．講演：《文化活動家から見た世界情勢》平和・反映・調和のシンボルとしての文化遺産（英語）

講師：ファザール・ハリク氏（パキスタン／ドーン・メディア・グループ・リポーター、文化活動家）
2017年10月25日（水）１限目、6209教室

３．講演：世界からみた宮沢賢治絵本の魅力（英語）
講師：ヘレン・キルパトリック氏（オーストラリア／ウーロンゴン大学准教授）
2017年11月21日（火）、４限目、6B14教室

★ 講演：インターカルチュラル（文化間）能力とは何か？～カナダでの日本語教育の実践から～
講師：野呂博子氏（カナダ／ヴィクトリア大学准教授）
2017年5月25日（木）、6209番教室

17

文学部主催

国際コミで企画している学長施策「異文化を学び自文
化を学ぶ」の一環で企画されているものが多いです。



★東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科開設記念国際シンポジウム
１部．日本・ヨーロッパ・台湾における文化コミュニケーションおよび日本文化表象研究
２部．海外への日本語・日本文化発信を担う人材育成を考える

2018年1月20日（土）・21日（日）、8B11教室

★国際シンポジウム「村上春樹のRealとFuture ― 表象文化研究の視点から」
主催：ストラスブール大学、東洋大学、国際交流基金（英語）（日本語）（フランス語）
2018年3月15日(木)～17日(土)、会場：フランス／ストラスブール大学

多言語啓発活動
１．フランス大使館Campus France 担当官によるフランス留学案内

講師：Fanny Delorme氏（フランス大使館Campus France Japon 責任者）
2017年12月1日（金）、3限目、6101教室

２．Weihnachten in Deutschland（ドイツのクリスマス）
講師：Nina Kanematsu氏（ゲーテ・インスティテュート他講師）

2017年12月14日（木）、3限目、6206教室
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年に一回はシンポジウムを企画しています。この年は学科教員の
尽力でフランスでもシンポジウムを開催しました。



②2018年度
１．講演：1990年以降の日本映画における評価

講師：アアロン・ジェロ―氏（アメリカ／イェール大学教授）
2018年7月13日（金）、2限目、6201教室

２．講演：“The Fisherman and His Wife”－Illustrations (1809–2000) to a folktale of the Brothers Grimm
（英語）

講師：ハンス=イェルク・ウター氏（ドイツ／デュイスブルク=エッセン大学元教授、ゲッティンゲン大学
『メルヒェン百科事典』研究所研究員）

2018年10月5日（金）、4限目、6202教室
３．連続講演＆共同授業：スイスの多言語文化について一緒に考えてみよう！（英語＆ドイツ語）

講師：ミーシャ・ガラッティ氏（スイス／チューリヒ大学講師）
2018年10月15日（月）～17日（水）

★ 講演：英語圏児童文学に描かれた日本
講師：フェイ・ドルカス・ヤン氏（中国／香港公開大学准教授）

2019 年 1 月 11 日（金） 4 限目、 6202 教室
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文学部主催学科教員担当

東洋大学・チューリヒ大学部局間協定締結
（学科教員が担当）



★グリム国際シンポジウム 2018 in Tokyo「グリム童話と日本」
2018年12月15日（土）、13：00～18：20、6B13教室 （資料展示室6B14教室）
ドイツ／グリム兄弟協会共催、ドイツ連邦共和国大使館・ドイツ学術交流会後援

多言語啓発活動
１．Campus France 研修参加学生によるプレゼンテーション

2018年5月15日（火）、15:50～16:15、6B15教室
２．ストラスブール大学から来た交換留学生による大学紹介プレゼンテーション

2018年7月10日（火）、15:40～16:15、6B15教室
３．Campus France Tour in TOYO 

2018年10月23日（火）、12:00-16:30

★国際文化コミュニケーション学科討論会2018
グローバル化世界における国境と国際交流

2018年12月12日（水）・19日（水）、１限目6209教室
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 ③2019年度
１．講演：海外からみた日本児童文学と少女像（英語）

講師：ヘレン・キルパトリック氏（オーストラリア／ウーロンゴン大学准教授）
2019年5月28日（金）3限目、6202教室

２．講演：『牧神の午後』を踊る：マラルメ、ドビュッシー、ニジンスキー（フランス語）
講師：ジャン＝二コラ・イルーズ氏（フランス／パリ第8大学教授）

2019年10月29日（火）3限目、6B13教室
３．連続講演＆共同授業：ネルヴァル「エル・デスディチャド」を読む／ランボー「谷間に眠る男」を読む／

文学とフランス語教育（フランス語）
講師：ジャン＝二コラ・イルーズ氏（フランス／パリ第8大学教授）

2019年10月30（水）～31日（木）
４．講演：21世紀のシルクロード外交発展するウズベキスタンと日本（英語）

講師：ラヒモフ・ガニシェール氏（ウズベキスタン／ウズベキスタン国立世界言語大学学長）
2019年11月20日（水）、１限目、 6209教室
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東洋大学・ウズベキスタン世界言語大学協定締結
（学科教員が担当）



★国際シンポジウム：テーマ：フランスから世界を考える
2019年12月21日（土）、13：00～18:00、6210教室

★講演：今日の世界における外交官の使命（フランス語）
講師：ローラン・ピック氏（駐日フランス大使）

2019年10月1日（火）、３限目、6B13教室
★講演：世界文学からみた児童文学：現代台湾絵本を題材に（英語）
講師：アンドレア・メイイン・ウー氏（台湾／台湾国立成功大學教授）

2019年11月29日（金）４限目、6202教室

★国際文化コミュニケーション学科討論会2019

文明は対立するものか？文化の相違や多様性は世界でどのように活かされるべきか？
2019年12月11日（水）・18日（水）、１限目、6209教室
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文学部主催学科教員担当

文学部主催学科教員担当

2019年度は東洋大学・ハワイ大学ヒロ校部局間協定締結の予定でしたが、新型コ
ロナで国際郵便等が一時ストップしたため、2020年度へ持ち越しとなりました。



９．学科教員引率の文学部海外文化研修と学生の海外留学

2017年度文学部海外文化研修ストラスブール
2018年3月11日～18日実施

2019年度文学部海外文化研修ドイツ・スイス
2019年9月6日～19日実施

2019年度文学部海外文化研修ウズベキスタン
2020年3月2日～14日実施予定だったが新型
コロナウイルス感染症対策のため中止

（日本語教育プログラムの海外における教育実習の一環として）
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このほかにも、学内の交換留学や語学留学システ
ム等を利用して、毎年20人程の学生が１～２セメ
スターほど海外で学び、語学力と文化理解力を身
につけています。もちろん英語圏だけではありま
せん。
残念ながら今季は新型コロナ感染症対策のため、
大学より留学中止＆帰国勧告が出される運びとな
りました。学生の安全を最優先に考え、緊急帰国
にかかる費用は大部分大学負担となりました。

主な留学先（2020年春に帰国したばかりの学生のデータのみです）：
アメリカ／ネブラスカ大学オマハ校、カナダ／ウィニペグ大学、カナダ／バンクーバーアイランド大
学、イギリス／ヨークセントジョン大学、アイルランド／ダブリンシティ大学、フィンランド／オウ
ル大学、オランダ／フォンティス・アカデミー、ブルガリア／聖クリメント・オフリツキ・ソフィア
大学、ドイツ／マールブルク大学、タイ／チェンマイ大学・・・



10．大学院文学研究科国際文化
コミュニケーション専攻

卒業後の進路の1つとして、2019年4月に本学科に直
結した大学院国際文化コミュニケーション専攻博士前
期課程・博士後期課程を開設しました。
英語を中核とした「言語コミュニケーション領域」と
英・独・仏・日の「国際文化領域」の2領域をカリ
キュラムの柱とし、多言語多文化社会に対する深い理
解力と、グローバル社会への柔軟な適応力を身に付け
た人材のさらなる養成をめざしています。
2020年6月現在、博士前期課程に5人、博士後期課程
に2名の計7名が在籍し、日本人2名、中国人３名、ブ
ラジル人とネパール人が1名ずつと、国際色が一層豊
かとなっており、英語トラックも開設しています。
学部４年間で語学力を蓄え大学院での海外留学を計画
したり、学部と大学院とで合計２回の交換留学を計画
したりする学生もいます。
大学院科目の先行履修制度（３年次より）もあります。
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11．白山キャンパスは今

白山キャンパスには約２万の学生が学ん
でいます。2020年6月現在、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため全キャンパス
ロックアウト中。教職員は入構できます
が、オンライン授業期間中、多くの教職
員はStay Homeです。
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正門：常に閉門状態です。奥
の方に門が見えます→

２号館：図書館もひっそりしています。↓↓４号館サークル棟は左の建物です。

撮影：Hisako Ono（2020年6月）



文学部が位置する６号館は、いつも
なら学生の声で賑やかすぎるくらい
なのですが、今はこんなにひっそり
しています。

↓屋上ルーフガーデン
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↑屋上へ続く階段から見下ろした６号館



↑６号館５階のラボスクエアー

←６号館５階西側から
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６号館３階の全教室の扉は、今、
換気のため全開状態です。通常は
教室内機材の保安のために施錠さ
れています。→

←２階には学生の自習用デスクが並んでいま
す。いつもは閉館時間の23時近くまでここで
勉強している学生もいるのですが・・・
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６号館１階教務課＆講師控室前。い
つもならたくさんの学生が座ってお
しゃべりしているのですが・・・→

←地下の大教室も扉全開で換気しています。
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国際文化コミュ
ニケーション学
科の共同研究室
は４階にありま
す。

ゼミで必要な書
籍を探したり、
ティーチングア
シスタントに相
談がある学生は
こちらへ・・・
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４階の国際コミ共同研究室の隣には第二研
究室があり（←）、日本語教育専門の
ティーチングアシスタントがいます。留学
生のための「日本語クラブ」はこちらです。
そしてそのとなりにはゆったりくつろげる
ベンチがありますが（↑）、こちらではぜひ
ともお静かに・・・
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12．おわりに32

2017年4月開設から2020年6月に至るまでの、①国際文化コミュニケーション学科の研究と教育のプロセス、
②学科カリキュラムの仕組みと国際交流の実態、さらに、③新型コロナウィルス感染症対策のための学科独自
の取り組み、④みなさんの来校を心待ちにしている誰もいない白山キャンパスの今の姿などをお届けいたしま
した。対面授業や対面の懇談会でお目にかかれる日を、学科教員一同楽しみにしています。 文責：大野寿子

提携校スイス／チューリヒ大学本部前広場からの眺め 撮影：Hisako Ono（2019年9月）

情報は、このコンテ
ンツを作成している
2020年6月13日現在
のものです。
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