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英詩がわかると、英語の特徴がよくわか
ります。英語で書かれた詩の鑑賞法を、
お話しします。／カナダの長編小説『赤
毛のアン』には、英語ならではの表現や、
翻訳の題材として最適な要素が詰まって
います。両者を解説し、英語圏文学を読
む面白さを語ります。

英詩の世界／
『赤毛のアン』の世界

教授 赤松 佳子
（専門分野：英米詩・カナダ文学）

日本語と英語の文法や文体などを比較し
て、両言語の共通点と相違点を探ります。
また、日英間の翻訳を行う際に生じる文
化的問題等を挙げて、翻訳が異文化理解
の作業となっていることを示します。

日英語翻訳・比較
教授 木津 弥佳
（専門分野：英語学）

日本語話者が英語を学ぶ場合をドイツ語
話者が英語を学ぶ時と比較して、難しい
かやさしいかを考えます。また、音声学
的にみて、日本語話者が英語に習熟する
こつを伝えます。

大学での言葉の学び方
－言語学の見地から

教授 坂口 真理
（専門分野：英語学）

アメリカは多民族一国家です。そのため
に様々な民族が存在して、その国を形成
しています。その少数民族の中でも特に
活躍が目立つのがユダヤ民族です。その
ユダヤ人の視点からアメリカ社会を論じ
ていきます。

アメリカのユダヤ社会・
文化・文学・言語

教授 広瀬 佳司
（専門分野：アメリカ文化・文学）

The presentation demonstrates that 
literature is all around us as part of 
our daily lives.  It also explains that 
literature includes cultural, historical, 
political, religious, psychological, 
sociological, and economic aspects.

What is Literature and
Why is It Important?

教授 David Ramsey
（専門分野：Literature & Culture Studies）

この講義では、世界の様々な国や地域の
文化を研究する文化人類学という分野に
ついて紹介し、異文化理解や国際コミュ
ニケーションのもつ現代的な意義につい
て考えます。

文化人類学から世界を見る

准教授 小野 真由美
（専門分野：文化人類学）

This lecture will teach you the 
important things you need to know 
about how to be a good learner. It 
teaches you about the best ways to 
learn English quickly and effectively.

How to Be Really Good 
at English

教授 Robert Waring
（専門分野：Language Acquisition）

『フランケンシュタイン』や『ガリバー
旅行記』といった有名な作品を入り口に、
文学と社会の関わり（ジェンダーや労働、
人間関係、差別など）について考えます。
ストーリーを味わうだけではない、文学
を読む／学ぶ楽しみや意義についてお話
しします。

イギリス文学を楽しむ

准教授 松井 かや
（専門分野：イギリス・アイルランド文学）
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Risks in language learning can be 
richly rewarding. The more (new) 
mistakes you make, the greater your 
progress will be. This lesson looks at 
fixed and growth mindsets and the 
importance of active learning. 

Let's Make New and 
Interesting Mistakes

准教授 Kate Bowes
（専門分野：English Education）

Students will learn about problems in 
the world and how they, as global 
citizens, can help to fix them. 

How to Be a Global 
Citizen

准教授 Thomas Fast
（専門分野：Global Citizenship Education）

Being able to correctly repeat what 
you hear, is a sign that you have 
understood what the speaker is 
saying.  Dictation is a tool that I use 
in my classes to build up students' 
listening, memory, and pronunciation 
skills.  We will practice together to 
determine your strengths and 
weaknesses to see what needs work.

Dictation Practice
准教授 Carolyn Swierski

（専門分野： Language & Drama ）

日本語と英語の共通するところ、異なる
ところについていくつか見ていきます。
ある表現の意味する範囲が必ずしも２言
語間で一致しないことを知っていること
で、学習者は誤った表現(訳) を避けるこ
とができるようになります。

日英語比較
講師 山口 麻衣子

（専門分野：言語学）


