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異文化間の諸問題を、
多様な研究手法で
明らかに。

青田 威徳（あおた たけのり）さん 国際文化論コース　おもに「環日本海」諸地域（日本・中国・朝

鮮・ロシア）の文化とアメリカ文化の諸相、お

よびこれらの諸文化間の交流について、異

文化理解の視点から研究します。また、これ

までの文化研究の潮流のなかで主流とは見

なされてこなかったマイノリティーの文化や

サブカルチャーも研究対象としています。研

究には思想、歴史、文学、カルチュラル・スタ

ディーズなどのさまざまな手法を用います。

　僕は大学選択の時、大学では日本史を専門的に学びたいと思い人文学部を選
びました。国際文化論コースに決定したのも大学を通してやはり日本史、おもに
近代の文化や思想を学びたいと思ったからです。しかし、このコースは日本の近
代史だけではなく、中国や朝鮮、ロシアやアメリカなどの歴史や文化も一緒に学
べるので外国の文化にも触れることができます。外国の文化に触れ日本の文化
と比較し、改めて日本の文化を見つめ直す、これが僕の思うこのコースの最大の
魅力だと思いました。
　また、このコースでは留学したり、留学生と関わったりする時間が多くあります。
「留学生と話すなんて英語とかその国の言語を話せなきゃできないよ」なんて思
うかもしれませんよね。僕も英語は苦手です。ですが安心してください、留学生は
日本語がすごく上手です。尊敬します。だからこそ僕自身も他言語を少しでも話
したいと思うようになりました。ちょうどこのコースでは外国語を学ぶ授業も開講
されているのでこれも魅力のひとつだと思います。
　入学した頃は主に日本のことだけ学べればそれで良いなと思っていましたが、
このコースに入って他国にも視野を広げることができ良いきっかけになったと思
います。

●卒業論文に採り上げられた研究テーマ例

迷い、自問を続けることで、
本当に興味ある分野に出会う。

鈴木 信昭(すずき のぶあき）教授

教育研究分野／国際文化論

　私が在籍した国際文化論コース
は、環日本海諸地域（日本、中国、韓
国・朝鮮、ロシア）およびアメリカの文化を学ぶことができま
す。その中で、私は中国に交換留学していたこともあり、中国
の文化や風習を体験し、日本と中国の価値観の違いについて
深く学ぶことができました。
　出身地である北海道に貢献できるような仕事をしたいと考
え、今の会社を希望しました。海外事業や国際協力に携わり
たいという気持ちもありましたので、現在出向先で国際協力
事業に携わっていることは、夢が叶ったと言えます。と言えば
聞こえは良いですが、ビールが好きだというだけで各ビール
メーカーも志望していたことは、内緒です。（笑）
　人文学部では、海外の協定大学との交換留学制度や、ゼミ
等で外国人留学生と意見交換する機会が多いことなど異文
化理解・異文化交流に関するカリキュラムが充実しているの
が、大きな魅力です。仕事をしていく中で、様々な国の人と価
値観の相違や日本との仕事の仕方の違いに戸惑うことが
多々あります。そんな時、在籍中に外国人留学生との交流や
1年半の中国留学を通じて、多種多様な考え方があることを
知るとともに、広い視野を身につけることができたため、うま
く付き合っていくことができていると感じます。

　富山大学人文学部では、人文
学諸分野に知的関心を持つ学
生、日本や近隣の国 ・々地域の文化・歴史・思想に関心を持ち、
異文化間の関係や交流を学び、地域社会や国際社会に貢献
しようと考えている学生を求めています。
　本コースでは、日本、中国、朝鮮、ロシア、米国などの国々
や地域について、歴史・思想・文学・宗教などを多様な分野の
研究手法を用いて、異文化間の相互理解や交流について学
びます。
　7人の教員による共同教育体制をとっているため、複数の
国々や地域の文化を複合的に学べると同時に、幅広い視野
と国際感覚を身につけることができるのが魅力です。また、
日本語・中国語・朝鮮語・ロシア語・英語を複数履修しなければ
ならないため、多言語を学びながら、異文化コミュニケーショ
ン能力を身につけることができます。
　このコースで、学生にはぜひ柔軟な思考力、幅広い視野と
国際感覚を身につけてほしいと考えています。そして、日本
と近隣の国々との問題については、常に歴史や文化など複
合的側面から思考する習慣も身につけてほしい。柔軟な異
文化コミュニケーション能力を持つことで、国際的に活躍で
きる人材へと成長してください。

絶対負けないと思えるくらい、
打ち込めるものを見つけよう。

柔軟な思考力、幅広い視野と
国際感覚を身につけよう。

大井  陽平（おおい ようへい）さん
北海道電力株式会社 2009年卒業

国際文化論
コース

混ざり合い、重なり合う「文化」は
現代の国境線で区切れるのか。

可能性､無限大。

「外国人から見た幕末・明治期の日本の子ども」
「日露戦争における日本人の戦争捕虜観
  ̶日本側のロシア人捕虜の処遇を中心にして̶」
「上海の日本人居留民生活の変化̶第二次海事変以降を中心に̶」
「少女の友・中原淳一 『̶少女の友』読者投稿欄から̶」
「戦争責任論の形成過程 1945-1954年
  ̶国民の戦争責任観を中心に̶」

「『昭和天皇独白録』に関する一考察」

「朝鮮戦争における朝鮮民主主義人民共和国政府によるソウル
 統治のあり方̶1950年6月から9月の第一次統治について̶」
「ムーミンに見るトーベ・ヤンソンの思想̶教育との関わりから̶」
「『AKIRA』と未来を夢見る廃墟都市」
「アンパンマンの原点
  『̶十二の真珠』にみるやなせたかしのメッセージ」

●教員の専門分野
■ロシア文化論
■朝鮮文化論
■中国文化論

■アメリカ文化論
■日本文化論

准教授

教　授

教　授

教　授

准教授

准教授

青木 恭子
鈴木 信昭
末岡　宏
齊藤 大紀
小野 直子
福家 崇洋

ロシア帝国の拡大と国内移住
朝鮮における西洋文化の受容
近代中国思想史、近代東アジアの伝統思想
中国現代文学、日中文化交流史
アメリカ医学史
日本近現代史、思想史

富山大学 人文学部案内 2018

国際文化論

Professor's Voice 教員からのメッセージ OB・OG Voice 卒業生からのメッセージ

Student's Voice 在学生からのメッセージ
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●卒業論文に採り上げられた研究テーマ例

日本語学演習の一例　古写本を用いて実際に読み
解く授業です。

中国言語文化演習の一例　漢籍を皆で会読し、文
献の読解方法を学ぶ少人数授業です。

朝鮮文学・中国文学の専門書

小助川 貞次（こすけがわ ていじ）教授
教育研究分野／日本語学

　私は、現在、中国黒竜江省にある
佳木斯大学外国語学院日本語学科
で日本語を教える外国人教師として勤務しています。
　私が、学生生活を過ごした東アジア言語文化コース日本語学
研究室では、地元である北陸地方のみならず、三重県伊賀市や
大阪府泉南市、奈良県奈良市といったよその地域にも出かけて
行って、各地の方言（地域日本語）について、フィールドワークを
もとにした研究に取り組んでいました。また、在学中には、台湾
宜蘭県で原住民の方々が使用する日本語の調査や、タイ・バン
コクにある国立開発行政大学院大学や中国山東省にある山東
大学にも出かける機会にも恵まれました。
　このほか私が学んだ日本語学研究室は、方言研究や社会
言語学、文字研究や漢字訓読に関する共同研究の拠点になっ
ていて、国際シンポジウムの開催などで多くの著名な先生方
が頻繁に訪問され、親しくお話を聞くようなことも少なくあり
ませんでした。
　大学は、自分自身で目標を決め、向上心をもって学び続け
るしかないのですが、日本各地の人びとに出会い、交流し、多
くを学んだこと、海外で日本や日本語に強い関心をもつ人び
とに出会ったことが、学び続ける気持ちを高め、今の仕事に生
きていると思っています。

　東アジア言語文化コースには、

高校までの国語と親和性のある日本語学、日本文学と、普

段見たり聞いたりして馴染みはあってもこれまで勉強した

ことのない朝鮮言語文化、中国言語文化とがあります。東ア

ジアは歴史をさかのぼってみると、中国の言語、文化、制度、

思想が漢字漢文を媒体にして広く行き渡っていて、漢字文化

圏（ベトナムも含まれます）と呼ばれることもあります。欧州

のラテン語文化圏と肩を並べていると言ってもいいでしょう。

このような大きなくくりの中で、それぞれの言語を中核にす

えて様々なことを深く勉強できることはとても魅力的なこと

です。また本コースでは、協定校との交換留学や短期語学研

修に参加する学生だけではなく、海外からの留学生（主に中

国、韓国、ベトナム）が多く在籍しているのも大きな特徴で、

日常の講義室や演習室がそのまま国際交流の場となってい

ます。私たち教員は、みなさんが本コースで勉強し、世界に羽

ばたけることを応援しています。

国内外での多くの出会いや交流が、
今の仕事に生きている。

留学生が多く在籍し、
日常の教室が
国際交流の場に。

大徳  繭花（おおとく まゆか）さん

佳木斯（ジャムス）大学外国語学院日本語学科　
外国人教師　2016年卒業

日本・朝鮮・中国の
言葉を学び、
文化について考える。 高橋 美陽（たかはし はるひ）さん 中国言語文化

　本コースは、日本語学・日本文学・朝鮮言語

文化・中国言語文化の4つの教育研究分野か

ら成り、日本・朝鮮・中国を中心に、伝統的な

学問研究を重視しながら、現代的な視点から

も一層の解明を行います。

　日本語学では、日本語の歴史やフィールド

ワークをもとにした現代日本語の構造を学

習。日本文学では、様々な作品を取り上げ

て、日本文学の特質や形成発展・受容の問題

などを学習します。朝鮮言語文化では、語学

力を高めると同時に、朝鮮語の持つ法則や

特質、その言語構造について学びます。また

現代韓国を含む朝鮮半島の文芸を通じ、そ

の作品が創出された歴史的背景や社会的状

況について考えます。中国言語文化では、中

国語の習得を基礎として、中国現代文学・中

国古典文学・日中比較文学・漢字・現代中国文

化などについて深く学びます。４つの教育研

究分野のいずれかを中心に学びながら、個

別の研究とともに、東アジア全体を視野に入

れた研究を行うことができます。

　私は高校生の頃、古典の授業が好きで、富山大学人文学部に志望したのも、日
本文学を学びたいと考えたからでした。そのため、コース選び自体はさほど迷う
ことはありませんでしたが、第二外国語の授業で中国語を学んだことがきっかけ
で中国語に興味を持ち始め、さらに、先生に日本の文豪たちは漢文の教養があっ
たという話を聞いて、中国文学が日本文学に対してどのような影響を与えたのか
について深く考えてみたいと思い、中国言語文化を専攻することに決めました。
中国言語文化の研究室は学生同士の仲がとてもよく、皆で切磋琢磨しながら学
習しています。また学生と教員の距離も近く、授業中分からないことがあっても
気軽に質問することができ、先生方も丁寧に教えてくださるので、とても勉強が
しやすい環境になっています。
　中国語の文章の読み書きは苦労することも多く、さらに中国語は発音が難しい
ため、何度言い直してもうまくできず、くじけそうになったこともありました。それ
でも、先生方の熱心な指導のおかげで、私は語学に苦手意識があったのに、入っ
たばかりの頃よりも次第に上達できているのを実感しています。関心を持った世
界に、思い切って足を踏み入れてみてよかったと思っています。

苦手だったはずの語学が、
次第に上達できている喜び。

東アジア
言語文化
コース

古えより今まで、東アジアの
言語文化を見渡す。

1 3

1

2

3

2
可能性､無限大。

■日本語学

■日本文学

「無敬語地域の待遇表現―和歌山市をフィールドとして―」
「富山市における待遇表現レル・ラレルとは何か」
「漁村における敬語と意識―富山県黒部市生地をフィールドに―」
「定家本『伊勢物語』における平仮名の研究」
「『源氏物語』における夕霧の位置づけ」
「近松世話浄瑠璃における『丹波与作待夜のこむろぶし』の意義」
「日本近代文学に見る心中」
「横溝正史「八つ墓村」に見る都会と地方」

■朝鮮言語文化

■中国言語文化

「韓国映画で見る‘大学生’像―大学生と彼らを取り巻く環境や人物―」
「韓国のTwitterにおける言語使用―文末の様相を中心に―」
「現代韓国の広告における韓国語」
「木蘭故事（ムーランものがたり）の小説化」
「中国神話における蚩尤像」
「曹文軒『暮色籠罩的祠堂』考察」
「六書について」

●教員の専門分野
■日本語学

■日本文学

■朝鮮言語文化

■中国言語文化

教　授

教　授

教　授

准教授

准教授

准教授

教　授

教　授

教　授

准教授

小助川貞次
中井　精一
田村　俊介
小谷　瑛輔
和田とも美
上保　　敏
磯部　祐子
森賀　一惠
大野　圭介
梁　　有紀

日本語史・漢文訓読史
現代日本語の調査・研究（方言学および社会言語学）
平安文学
近現代文学
現代韓国を含む朝鮮半島の文芸
朝鮮語文法論、朝鮮語の歴史的研究
小説や演劇を中心とした中国文学
漢字、中国語
中国古典詩文（春秋戦国～唐宋）
近現代中国文学

富山大学 人文学部案内 2018

いにし

ギ  ラン

ジャムス

日本語学
日本文学
朝鮮言語文化
中国言語文化

Professor's Voice 教員からのメッセージ OB・OG Voice 卒業生からのメッセージ

Student's Voice 在学生からのメッセージ
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●卒業論文に採り上げられた研究テーマ例

英語コミュニケーションの授業　まず予習としてTED Talk
（英語のプレゼンテーション）を動画サイトで見て、好きなも
のを一つ選びます。授業では、そのプレゼンテーションを英
語で紹介し、討論します。

演習室の風景　演習室では、1日24時間、勉強したりおしゃ
べりしたりできます。

演習の授業　ここでは、映画の会話場面を使ってリスニン
グ演習をしています。カッコに入る単語は何でしょうか？

赤尾 千波（あかお ちなみ）教授
教育研究分野／アメリカ言語文化

　主にアメリカとイギリスの歴史や文
化について学びました。映画や小説等を題材にし、描かれている
歴史や当時の時代背景などを読み取り、分析や研究を行います。
言語そのものの成り立ちや、英単語の使われ方を学び、言語と
しての英語に対する理解を深めました。また、小説で発音の仕方
を学び、コミュニケーション能力の向上にもつながりました。
　人文学部は１年次に歴史や文化、心理学など９つのコースか
ら自分が興味のある授業をどれでも選択して受講できます。
２年次からは本当に興味のある分野を選択し、研究活動を行う
ことができます。人文学部で扱っている研究対象には映画や
小説など皆さんになじみの深いものも多いので、楽しく分析、
研究活動をすることができますよ。
　今の仕事は、大学で学んだことと異なる分野で不安もありま
したが、身につけた会話力やコミュニケーション能力はお客様と
の会話に役立っています。日本語の話せないお客様に英語で接
客することもあります。
　大学での出会いや経験は、将来の進路選択、さらには社会人生
活に必ず役立つと思います。勉強は大変だと思いますが、夢を実現
させるために、諦めず最後まで頑張ってください。応援しています。

　英語が好きな人や、英米の映画、
文学、音楽に興味のある人には、
おすすめのコース。英語という言語を探究する英語学も、英
米の様々な言語文化も学べる、“欲ばり” なコースです。
　私の専門とするアメリカ文化研究の授業とは̶例えば
「映画の授業」って、アメリカ映画を授業中に観るだけ？いいえ、
ちょっと違います。まず、受講生は授業で取り上げる映画の
DVDを観て、授業テーマに呼応する場面やセリフを自分で選
んでおく、これが予習。授業では、それらを用い、テーマに沿って
プレゼンテーションと質疑応答、討論までを行います。また、
二人一組でセリフを言い合い（いわゆるアテレコ）、ボディラン
ゲージを含めた英会話演習をします。映画を素材に、観て・分
析・発表、さらに身につける―アクティブに学んでいく授業な
のです。
　同様に「アフリカン・アメリカン音楽」の授業では、自分が選
んだジャズやヒップホップの歌詞やミュージックビデオ映像に
ついて、YouTubeなどを活用して発表をします。「アメリカ文
学講読」でも、読むだけの受け身の学びにとどまらない方法を
学んでいきます。
　同じ学ぶなら楽しく、アクティブに！そして最後に卒論執筆に
挑戦―「発信型の学び」の集大成を体験しましょう。

地方銀行という地域に密着した
企業で、学生時代に学んだ
スキルを活かす。

映画を素材に楽しく、
アクティブに学ぶ。

高木  理恵（たかぎ りえ）さん
株式会社北陸銀行 2010年卒業

1 3

1

2

3

2
可能性､無限大。

「『日の名残り』におけるスティーブンスの職業観と生き方」
「『闇の奥』における文明と原始の対峙」
「　　　　 　を覆う“dust”について」
“A Study of Relative Pronouns in Newspaper Articles”
「                                   における未来表現の研究」
「 　　　　　　　　　　   における politeness の研究」

「アイデンティティと幻影̶
  Paul Auster の  　　　　　　　　　　　について」

「現代ハリウッド映画に活きる黒人キャラクター
　̶"G,"Bagger Vance, John Coffey が示唆すること」

「映画における色彩という戦略̶
　Tim Burton,  　　　　　　　　　　　　（1990）研究」

●教員の専門分野
■イギリス文学

■アメリカ文学

■外国語教育専任
　教員（英語）

教　授

教　授

准教授

教　授

教　授

教　授

准教授

教　授

恒川　正巳
奥村　　譲
結城　史郎
藤田　秀樹
大工原ちなみ
赤尾　千波
藤川　勝也
ジェラルド・
タランディスＪｒ

Ｅ．Ｍ．フォースターと20世紀初頭のイギリス小説
中世英語方言と写本の派生関係
ジェイムズ・ジョイスと19～20世紀イギリス文学
アメリカ映画、20世紀アメリカ小説・演劇
20世紀アメリカ文学、ユダヤ系作家研究
アメリカ黒人女性作家、映画における人種イメージ
認知言語学、意味論、機能的統語論
コミュニケーションのための英語

富山大学 人文学部案内 2018

英語という言語に加え、
英米文化も同時に学ぶ。

榊原　新（さかきばら　あらた）さん 英米言語文化コース

　英米言語文化コースは、小説、演劇、映画

など様々なジャンルの作品、文化表象を通し

て歴史、思想、民族、ジェンダー等の多角的

視点から英米文化を、さらには新聞・雑誌記

事や小説などの言語資料を通して英語とい

う言語の様々な側面や特質を研究するコー

スであり、学生の幅広い関心に応えるよう、

教育研究スタッフが多様な講義を提供して

います。

　また、英語は現在世界でもっとも広く使用

されている言語です。本コースでは、「ス

ピーキング・リスニング・リーディング・ライ

ティング」の４技能をそれぞれ高めるための

訓練を通して、英語圏はもとより世界の様々

な地域から発信される情報を正しく受信し、

また自らも英語で情報を発信する能力の養

成にも取り組んでいます。

　卒業後の進路は、中学・高校の教員、官公

庁、銀行や旅行会社などの民間企業、大学院

進学など多岐に渡っています。

　英米言語文化コースでは、英語に関する学問を広く学ぶことができます。小説
にしても、英文そのものにしても、さらには映画にしても、一つの対象に対してさ
まざまな視点から解釈することを身に付けることができます。
 このコースで小説を「読む」ということは、単に読書をすることではなく、作家や
その背景にある社会構造や思想について学び、作品の創作に及ぼしている影響
を考察することにあります。たとえば、わずか一段落の文字群の裏には、作家の苦
悩があるかもしれませんし、キリスト教の教義、あるいは哲学的思想が隠されて
いるかもしれません。その結びつきを論証するために、多くの文献を読むことに
なります。
 もちろん英語学という英米文化の基礎である言語の、英語を追求する視点を養
うこともできます。文の構造がどのような過程によって特別な意味を成立させて
いるか、といった疑問を解決していく学問だと解釈しています。とくに英語の教員
を目指している方にとり、言語の習得について知ることも自信になると思います。
　さらには、映画論という映画を扱った講義もあり、新しい視野を養うことができ
ます。映画はたった２、３時間の表現媒体ではありますが、作品の舞台、役者、流れ
ている音楽、セリフ、そして映像の色彩やカメラワークに至るまで緻密な試行錯
誤を経て成り立っているのです。
 インターネットの情報に物足りなさを感じたとき、大学生として第一歩を踏み出
すことができたと実感しました。

興味が湧いたことは満たされるまで追求しよう
 “The Truth is Out There”

英米
言語文化
コース

イギリス文学の古典から現代
アメリカ映画やヒップホップまで、
英米言語文化を縦断する。

イギリス言語文化
アメリカ言語文化

Professor's Voice 教員からのメッセージ OB・OG Voice 卒業生からのメッセージ

Student's Voice 在学生からのメッセージ

Shopaholic & Baby 
Pride and Prejudice

The Book of Illusion

Edward Scissorhands

Dubliners
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　海外で日本人が巻き込まれやすい犯罪の実例や、海外
旅行保険の選び方、地域別の留意事項などについて、外務
省の安全意識啓発ビデオを見たり、各地域を専門とする教
員の説明や海外渡航から帰ってきた先輩の体験談を聞い
たりして学びます（年2回開催）。

　あらかじめ外務省に「海外渡航者登録」を行うことで、滞
在前・滞在中に現地の安全情報や緊急連絡を受け取ること
ができるようになります。

　OSSMAは、海外で困りごとが発生したとき、24時間
365日の体制で対応してくれるサービスです。いざとい
う時には、大学が対処しづらい夜間や週末でも連絡や相談
ができるので、日本のご家族にとっても心強い味方です。










