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国文学専攻　専任教員国文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

3 校

■ �メッセージ：大学院生の目標は大きく分けて二つあると思います。一つは日本文学の研究能
力を磨き、それを一定の成果（たとえば修士論文や博士論文）に結びつけていくこと。もう一つ
は日本文学の研究を通して、将来どの分野に進んでも必要となる思考力やものごとの分析能力
を鍛錬すること。どちらにしても個々の大学院生の不断の努力が必要ですが、どのような目標
を持つ大学院生に対しても、その期間が有意義なものとなるよう必要な指導やアドバイスをし
ていきたいと思います。

■ 生年：1958年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（中央大学）
■ 専門分野：日本近現代文学研究、現代日本文化論
■ 担当科目：�現代文学研究Ａ・B、現代文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『小説表現としての近代』おうふう、2004年。
　●「これからの国語教科書」『中央大学文学部紀要』、2006年3月。
　●『村上春樹と一九九〇年代』（共著）おうふう、2012年。
　●『テレビドラマを学問する』中央大学出版部、2012年。
　●『村上春樹と二十一世紀』（共著）おうふう、2016年。
■ 学会・学外等の活動：日本近代文学会
■ 研究内容のキーワード：現代、小説、テレビドラマ、表現、フィクション
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●夏目漱石研究──漱石作品における色と空間（学位論文）
　●谷崎潤一郎の文学──男の物語から女の物語へ（学位論文）
　●川端康成研究──超越志向のプロセス（学位論文）
　●〈近代小説〉の成立に関する研究（学位論文）
　●大江健三郎論──ヘテロ的特性を視座として（学位論文）
�

	 う	 さ	 み	 	 たけし

宇佐美　毅 教　授・博士（文学）（中央大学）　

■ �メッセージ：全ての日本古典文学はなんらの形で中国文化と関係があります。中国文学はさ
らに朝鮮文学にも影響を与えました。よって、この三国を視野に入れることで、対象とする日
本古典文学作品の位置が立体的に浮かび上がってきます。さらに古代から明治に至る個々の
作品は、それぞれ相互に何らかの関係を持っています。このような「空間的」および「時間的」に
考えることは、作品をより深く読むということになるはずです。�

■ 生年：1965年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（中央大学）
■ 専門分野：日本漢文学
■ 担当科目：�漢文教材研究、日本漢文学研究Ｂ、日本漢文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『平安朝天暦期の文壇』（風間書房・2008年）
　●『中世漢文学の形象』（勉誠出版・2011年）
　●『創造するための文章』（真珠書院・2013年）
■ 学会・学外等の活動：和漢比較文学会常任理事
■ 研究内容のキーワード：日本漢文学・和漢比較文学

	 お	 の	 	 やす	 お

小野　泰央 教　授・博士（文学）（中央大学）　
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3CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

国
　
文
　
学

3 校

■ �メッセージ：日本近世の書籍は実際に手にとってみることができる恵まれた研究状況にあり
ます。したがって、また、可能であれば原物資料に実際に触れることなしに研究を進めること
は許されません。資料の扱い方、見方の訓練は必須です。テキストの精緻な読みはもちろんの
こと、原物資料に触れることによって見えてくる時代の生々しい様相、作品を成立させた日本
近世の文化そのものに向ける眼差しを鍛えたいと思います。

■ 生年：1956年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：中央大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程単位修得退学
■ 専門分野：日本近世文学
■ 担当科目：近世文学研究Ａ・B、近世文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『一九が町にやってきた』、高美書店、2001年。
　●『江戸の読書熱』、平凡社、2007年。
　●『絵草紙屋　江戸の浮世絵ショップ』、平凡社、2010年。
　●『江戸の本づくし　黄表紙で読む江戸の出版文化』、平凡社新書、2011年。
　●『新版　蔦屋重三郎』、平凡社、2012年。
　●『書籍流通史料論　序説』、勉誠出版、2012年。
　●『近世・近代初期　書籍研究文献目録』、勉誠出版、2014年。
　●『近世読者とそのゆくえ─読書と書籍流通の近世・近代─』、平凡社、2017年。
　●『信州の本屋と出版　江戸から明治へ』、高美書店、2018年。
■ 研究内容のキーワード：書籍文化、戯作、草紙、地域文化
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●江戸文芸とモチーフ
　●「曽我物語」と江戸文芸
　●近世甲州にみる狂歌伝播

	すず	 き	 	 とし	 ゆき

鈴木　俊幸 教　授　

■ �メッセージ： 平安時代に成立した物語は、どのように作られたのか。そしてそれらは後代の人々
にどのように読まれ、現在にいたっているのかという問題について考えています。研究対象は、
あくまでも〈平安時代〉の作品ですが、上記の問題を解くカギは、古い文献だけに隠されている
わけではありません。身の周りにあるさまざまな事象を、固定観念にとらわれず、自由に、そ
して正確に捉えられるようになることを目指して、ともに学んでいきましょう。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（大阪大学）
■ 専門分野：平安物語文学
■ 担当科目： 古文教材研究、中古文学研究Ｂ、中古文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●テーマで読む源氏物語論4『紫上系と玉鬘系─成立論のゆくえ』（共編著）、勉誠出版、2010年。
　●『源氏物語という幻想』（単著）、勉誠出版、2014年。
　●「『源氏物語大成』校異篇の歴史的意義」（新時代への源氏学7『複数化する源氏物語』、竹林舎、2015年）
　●「『源氏物語』の巻々はどのような順番で作られたか」（『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版、2017年）
　● 「『竹取物語』の中の「似ている」を探してみよう─ドラえもんは現代版のかぐや姫である」（『「国語」の教科書で伝えたい

もう一つのこと』、皇學館大学国文学科、2019年）
■ 学会・学外等の活動：中古文学会
■ 研究内容のキーワード：源氏物語、本文研究、古注釈、享受史、改作・補作

	なか	 がわ	 	 てる	 まさ

中川　照将 教　授・博士（文学）（大阪大学）　
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国文学専攻　専任教員国文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

3 校

■ �メッセージ：日本語は歴史的・地理的に見ると、相当な変異をはらんだ言語です。つまり、今
の標準的な日本語とは異なるシステムがいくつも存在します。それを解明するためには、文字
資料・音声資料から言語情報を引き出して分析し、そのシステムを再構築することが必要です。
授業では平安時代の和文資料（いわゆる古典文学作品）を対象として、文献を調査し、言語情報
を処理する技術を磨きます。主として意味論（語彙・文法）を中心とします。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 東北大学大学院文学研究科博士課程後期課程中退・文学修士（東

北大学）
■ 専門分野：国語学（日本語学）
■ 担当科目：国語学研究Ａ・B、国語学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●「国会会議録に見る二重尊敬表現」『中央大学国文』62号、2019年。
　●「『枕草子』「もの」型章段の文章構造」『紀要』（中央大学文学部）123号、2019年。
　●「『枕草子』の対話的な文章構造」『歴史語用論の方法』ひつじ書房、2018年。
　●「『枕草子』における章段主題の述語反復」『文法記述の諸相Ⅱ』、2016年。
　●「『枕草子』における概念形成─副助詞「など」の運用─」『古代語研究の焦点』武蔵野書院、2010年。
　●「『枕草子』「うつくしきもの」の国語学的解釈」『紀要』（中央大学文学部）219号、2008年。
　●「『枕草子』第一段の国語学的解釈─潜在する論理の再構築─」『日本女子大学文学部紀要』55号、2006年。
　●「過去の助動詞の意味構造─「き」「けり」「けむ」「まし」における真偽判定の機構─」『国語学研究』43集、2004年。
　●「平安和文における敬語動詞の意味構造─「聞し召す」「御覧ず」の意味分析から─」『国語学』217号、2004年。
　●国立国語研究所『国定読本用語総覧』⑤⑥⑦⑧⑨⑫（共編）、三省堂、1991年～ 1997年。
■ 学会・学外等の活動：日本語学会、訓点語学会、日本文芸研究会、日本語文法学会、青葉ことばの会
■ 研究内容のキーワード：意味論、文法論、敬語、和文語、平安時代
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●味覚を表現する形容詞の意味構造と語彙体系
　●副詞「よく」の多義性

	ふじ	 わら	 	 ひろ	 ふみ

藤原　浩史 教　授　

■ �メッセージ：昭和文学を中心に、日本近代文学の歴史を跡づけることを研究テーマにしている。
作品の書かれた時代背景を念頭に、作品の新しい読みの可能性を探り、その時代の文学の動向
を明らかにする。主に小説を論じているが、詩や戯曲も研究している。

■ 生年：1960年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院人文科学研究科博士課程中途退学
■ 専門分野：日本近代文学
■ 担当科目： 近代文学研究Ａ・B、近代文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『中島敦の絵はがき』神奈川近代文学館、2019年。
　●『中島敦『李陵・司馬遷』定本篇・図版篇・注釈篇』（共編）神奈川近代文学館、2012年、2018年。
　●『中島敦とその時代』 双文社出版、2009年。
　●『詩う作家たち』（共著）至文堂、1997年。
　●『日本文学史』（共著）おうふう、1997年。
■ 学会・学外等の活動：日本近代文学会、昭和文学会
■ 研究内容のキーワード：昭和文学、中島敦
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●近代文学成立期における小説読書法の研究（修士論文）
　●坂口安吾文学の＜歴史＞に関する基礎的研究（博士論文）
　●太宰治―発想とその本質―（博士論文）

	やま	 した	 	 まさ	 ふみ

山下　真史 教　授　
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5CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

国
　
文
　
学

3 校

■ �メッセージ：中世和歌とその周辺の文学事象を、主な研究の対象としています。文学研究が対
象となるテクストの正確な解釈を基本とすることは言うまでもありません。古典のテクスト
は、いわば知の「織物」です。「縦糸」は引用された前代の作品の構想や表現、「横糸」は背景とな
る社会状況や思想・文化です。ある「織物」が、どのような縦糸・横糸を用い、いかに織り上げ
られたのか。織り手の創意を読みほどくための基礎的な力（調査・分析・考察の方法）を身に
つけることを目標に、一緒に研究していきたいと思います。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（東京大学）
■ 専門分野：中世文学・和歌文学
■ �担当科目：中世文学研究Ａ・B、中世文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●和歌文学大系15『堀河院百首和歌』（共著）明治書院、2002年。
　●歌合・定数歌全釈叢書3『俊頼述懐百首全釈』（共著）風間書房、2003年。
　●コレクション日本歌人選028『後鳥羽院』笠間書院、2012年。
　●『西行全歌集』（共著）岩波文庫、2013年。
　●『後鳥羽院とその時代』（単著）笠間書院、2015年。
　●「源俊頼の試み」（『國語と國文学』第96巻第12号、2019年）
　●「歌人としての西行と“権威”」（『西行学』第11号、2020年10月）
■ 学会・学外等の活動：中世文学会、和歌文学会、西行学会
■ 研究内容のキーワード：表現分析、引用と創造、和歌注釈、『新古今和歌集』、後鳥羽院、西行
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●『梁塵秘抄』研究
　●『十訓抄』論　─序文に見る編者の思想と鴨長明の影響─
　●『義経記』研究
　●平安朝物語におけるジェンダー─男女間の発話から見る ─

			よし				の　											とも				み

吉野　朋美 教　授 ･博士（文学）（東京大学）　

■ �メッセージ：文学研究の形は、その目的に即して決まるという側面があります。ですから、研
究を行う際には、文学研究と社会・個人とのインターフェイスについて意識的になる必要があ
ると思います。文学を書くこと・読むこと、そしてそれらを研究することが、誰にとってどの
ような意義や効能を持つのか、授業を通して学生とともに考えていきたいと思います。

■ 生年：1981年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（中央大学）
■ 専門分野：日本近代文学
■ 担当科目： 近代文学研究Ｂ、現代文教材研究

■ 著書・論文・特許：
　●『近代小説（ノベル）という問い　日本近代文学の成立期をめぐって』、翰林書房、2015年。
　●「〈浮雲〉という物語」『近代文学合同研究会論集第9集　いま、『浮雲』を読む／考える』、2012年。
　● 「〈私〉の旅日記　坪内逍遙「旅ごろも」」『「私」から考える文学史　私小説という視座』、梅澤亜由美ほか編、勉誠出版、

2018年。
　●「近代批評ジャンル成立の一側面　ノルマントン号探検訴訟とその周辺」『言語社会』13、2019年。
　●「悦田喜和雄の投書家時代　『文章世界』『婦人公論』に掲載された投書作品の紹介『中央大学国文』63、2020年。
■ 学会・学外等の活動：日本近代文学会
■ 研究内容のキーワード：小説、批評、読書、地域人文学

	とみ	 つか	 	 まさ	 き

富塚　昌輝 准教授・博士（文学）（中央大学）　
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6

英文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。英文学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：19世紀のイギリスを現代の前提となる近代という重要な時代としてとらえて、小
説の鑑賞にとどまらない、現代につながる社会や文化の問題を、文学研究を通して考えること
をめざしています。学会への出席と発表を奨励しています。構想を練るところから始めて添
削を繰り返し、よりよい発表ができるように支援しています。

■ 生年：1963年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 東京大学大学院人文科学研究科英語英文学専攻博士課程単位取

得満期退学
■ 専門分野：19世紀イギリス小説
■ 担当科目： 英文学研究（近代小説Ⅰ）Ａ・B、英文学特殊研究ⅢＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「メアリ・テイラー 『シャーリー』と『ミス・マイルズ』─女のエンパワーメントとフェミニズムの言葉」『めぐりあうテ

クストたち ブロンテ文学の遺産と影響』（惣谷美智子・岩上はる子編）春風社、2019年。
　●『読むことのクィア 続 愛の技法』（共著）中央大学人文研叢書、2019年。
　● “Evil and ‘Tastes for Beauty and Convenience’ in Gaskell’s Letters”， Evil and Its Variations in the Works of 

Elizabeth Gaskell. Ed. Mitsuharu Matsuoka. Osaka：Osaka Kyoiku Tosho， 2015．
　● 『詩集』（ジョージ・エリオット全集第十巻）（共訳）彩流社、2014年。
　● 「“Strange extravagance with wondrous excellence”──『ジェイン・エア』と『歌姫コンシュエロ』の間テクスト性」

『一九世紀「英国」小説の展開』（海老根宏、高橋和久編著）松柏社、2014年。
■ 学会・学外等の活動： 日本英文学会、日本ブロンテ協会、日本ジョージ・エリオット協会、新英米文学会、Jane Austen 

Society of North Americaなど。
■ 研究内容のキーワード：Jane Austen, Brontë Sisters, Elizabeth Gaskell, George Eliot, Gender
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●Mansfield Park, A Room with a View, Emmaなど。

	おお	 た	 	 み	 わ

大田　美和 教　授　

■ �メッセージ：比較文学を勉強してきたのでフロイト、サイードや（ボアズ）に興味があります。
■ 生年：1966年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：比較文学博士（カリフォルニア大学）
■ 専門分野：比較文学、現代アメリカ文学
■ �担当科目：�英語表現演習Ⅳ、米文学研究（現代Ⅳ）Ａ・B、米文学特殊研究ⅢＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●「Through the Eyes of Ancient Egyptians : Franz Boas and Tanizaki Juniichirô on Modern Japan」『英文ジャーナル』

27号, 2016.
　●「A Diagnosis for the Sixties : Joan Didion's The White Album 」『アメリカ文学』69号, 2008.
　●「Searching for Authenticity in the Sixties : Georges Perec, Shûji Terayama and Philip K. Dick」『紀要』220号, 2008.
　●“A Science Fiction Account of the Sixties : Realism and Paranoia in Philip K. Dick's Scanner Darkly,” The Journal of 

the American Literature Society of Japan, No. 6  （2007）
　●「＜新しい始まり＞の解釈─サイードの『始まりの現象』とマイケル・ギルモアの『心臓を貫かれて』」『総合文化研究』9号，

2006.
■ 学会・学外等の活動：日本アメリカ文学会
■ 研究内容のキーワード：六十年代、genre fiction、critical theory
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●Sadism and Masochism in Jim Thompson
　●The Modes of Reality in Philip K. Dick’s Science Fiction

	 オ	 ニ	 キ	 	 ユ	 ウ	 ジ

オニキ・ユウジ 教　授・比較文学博士（カリフォルニア大学）　
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7CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

英
　
文
　
学

3 校

■ �メッセージ：詩は言語表現の可能性を追求する芸術で、革新によって作られてきた長い伝統を
持っています。同時に、読書行為においては、作品世界の受容へと私たちを説得しようとする
修辞的試みでもあります。現在日本にいる私たちが外国語で書かれた作品を読むという違和
感を大切にしながら、なぜ私たちは説得されるのかという疑問を個々の作品の修辞性を契機と
して考えてゆきたいと思います。できるだけ幅広い時代の詩を扱うことを目指します。

■ 生年：1971年生
■ �最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（東京大学）
■ 専門分野：イギリス詩、修辞学、ギリシア古典文明のイギリスにおける受容
■ �担当科目：英文学研究（詩Ⅱ）Ａ・B、英文学特殊研究ⅣＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「ヴァージニア・ウルフとギリシア ─ ─ギリシア旅行日記と『ジェイコブの部屋』」、『ノンフィクションの英米文学』、

富士川義之編、金星堂、2018年。
　● “Rhetoric as a Critique of Grammatology: Orality and Writing in Hugh Blair’s Rhetorical Theory（グラマトロジー

批判としての修辞学  ─ ─ヒュー・ブレアの修辞学理論における声と文字）”、東京大学博士学位論文、2015年。
　● 「ウォレス・スティーヴンズ　秩序への憧れ」、「フィリップ・ラーキン　いたずらっ子の教会詣で」、『英詩に魅せられ

─ ─エリオットからラーキンまで』、犬養誠・堀田三郎編、春風社、2012年。
　● 「空虚と過剰 ─ ─ロチェスターの修辞」、『伝統と変革─ ─ 一七世紀英国の詩泉をさぐる』、中央大学人文科学研究所編、

中央大学出版部、2010年。
　●“The Speaker and the Reader in Keats’s Odes”、日本英文学会『英文学研究』、第74巻第2号、1998年。
■ 学会・学外等の活動：�日本英文学会、イギリス・ロマン派学会、日本18世紀学会、地中海学会、International Society for 

the History of Rhetoric
■ 研究内容のキーワード：イギリス詩、修辞学、18世紀、ギリシア古典文明のイギリスにおける受容
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● “The Theme of Borderland in Walter de la Mare’s Poems”、“Radical Women in Two Narrative Poems by Christina 

Rossetti”

	かね	 たけ	 	 みち	 こ

兼武　道子 教　授・博士（文学）（東京大学）

■ �メッセージ：ホーソーンやメルヴィルを中心とした、南北戦争前期のアメリカ文学を、時代背
景や、社会的文化的側面に注意を払いながら研究します。文学研究の第一歩を踏み出そうとす
る学生を、極力応援します。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：文学博士（ニューヨーク州立大バッファロー校）
■ 専門分野：アメリカ文学
■ 担当科目：米文学研究（近代Ⅱ）Ａ・B、米文学特殊研究ⅡＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『＜嘆き＞はホーソーンによく似合う』中央大学出版部、2020年。
　●『繁りの詩学──近代アメリカの知的独立と＜知のコミュニティ＞の形成』（共編著）彩流社、2019年。
　●『ホーソーンの文学的遺産──ロマンスと歴史の変貌』（共編著）開文社出版、2016年。
　● F・O・マシセン『アメリカン・ルネサンス──エマソンとホイットマンの時代の芸術と表現』（共訳）上智大学出版局、

2011年。
■ �学会・学外等の活動： アメリカ学会、日本ナサニエル・ホーソーン協会（副会長）、日本メルヴィル学会（評議員）、日本英

文学会（編集委員）、日本アメリカ文学会
■ 研究内容のキーワード：19世紀アメリカ文学
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●Bringing Women “Within the Limits of Ordinary Nature”： A Study of Nathaniel Hawthornes’ Tales
　●Thematic Glances in Hawthorne’s “The Minister’s Black Veil” and The Scarlet Letter
　● Addressing the Issues of Native American Property Rights in The House of the Seven Gables: Hawthorne's View 

of Antebellum American Society

	たか	 お	 	 なお	 ちか

髙尾　直知 教　授・Ph.D.（ニューヨーク州立大バッファロー校）　
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8

英文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。英文学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：20世紀イギリスおよびアイルランドの小説を題材に批評的な読解の方法につい
て教えています。授業では同時に、小説を読むおもしろさに気づいてもらえるように心がけて
おり、取り上げる作品は在籍する学生の興味関心に合わせて決めています。

■ 生年：1964年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院人文科学研究科英語英文学専攻博士課程満期退学
■ 専門分野：イギリス小説（特に20世紀の小説）
■ 担当科目： 英文学研究（現代小説Ⅰ）Ａ・B、英文学特殊研究ⅡＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●“Stephen's Strategy in Ulysses”、 『英語英米文学』中央大学英米文学会、 2017年。
　●「「二人の伊達男」における語り手と登場人物の共犯関係」『ジョイスの罠』（金井嘉彦・吉川信編著）言叢社、2016年。
　● 「『リチャード・フェヴレルの試練』における仮面の衰亡」『一九世紀「英国」小説の展開』（高橋和久・海老根宏編）松柏社、

2014年。
　● 「自分の説を信じない男──ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』第九挿話について」『イギリス小説の愉しみ』（塩谷清人・

富山太佳夫編）音羽書房鶴見書店、2009年。
　●『20世紀英語文学辞典』（上田和夫、渡辺利雄、海老根宏編）、研究社、2005年。
■ 学会・学外等の活動：日本英文学会、日本ジェイムズ・ジョイス協会
■ 研究内容のキーワード：①イギリス小説　②批評理論　③短編小説　④イギリス音楽　⑤イギリス映画
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ジェイムズ・ジョイス　
　●ヴァージニア・ウルフ

	たん	 じ	 	 たつ	 ろう

丹治　竜郎 教　授　

■ �メッセージ：今年度から英語圏文学研究という新しい科目を担当することになりました。従
来の英文学専攻の研究領域は「英語学」「イギリス文学」「アメリカ文学」でしたが、この科目が
対象とするのはイギリス・アメリカ以外の英語圏の文学作品になります。具体的には、アフリ
カ、カリブ海諸島地域、ニュージーランド、太平洋諸島地域、オーストラリアの作品（主に短篇）
を読みます。

■ 生年：1956年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院人文科学研究科博士課程
■ 専門分野：環太平洋文学・文化
■ 担当科目： 英語圏文学研究ⅠＡ・B、米文学特殊研究ⅠＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●「越境ポートレート・ギャラリー」『中央評論』連載中（2019年10月号～）
　●「死の灰を見つめて──『フォールアウト』鑑賞の手引」『アメリカ太平洋研究』東京大学大学院総合文化研究科附属アメ

リカ太平洋地域研究センター、2016年。
　●“Ambiguous Gazes : an Indigenous Portrait Triptych of 1912”『中央大学社会科学研究所年報』2014年。
　● 『抵抗することば──暴力と文学的想像力』所収「虚ろな目の光とオレンジ色のライフジャケット─J. M. クッツェー作

品における政治的暴力の表象」南雲堂、2014年。
　●“J. M. Coetzee, Photography and Australia”『英語英米文学』2010年。
　●『グローバル化と文化の横断』所収「みやげ物と絵ハガキ──映画の中のニュージーランド」中央大学出版部、2008年。
　●Souvenirs and Picture Postcards : Promoting New Zealand Films 『人文研紀要』 第62号、2008年。
■ 学会・学外等の活動：日本ナボコフ協会、日本ヘミングウェイ協会、日本アメリカ文学会、日本英文学会
■ �研究内容のキーワード：他者、物語
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● “How to Save the Past: Tim O’Brien’s The Things They Carried,” “A Study of Ordinary People: Ordinariness in 

the 1970s,” “A Study of Edward Hopper,” “Relativizing Tragedy: Joe Christmas’s Parodic Repetition in William 
Faulkner’s Light in August”

	なか	 お	 	 ひで	 ひろ

中尾　秀博 教　授　
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9CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

英
　
文
　
学

3 校

■ �メッセージ：日本人にとって、第二言語や外国語の習得は困難を伴うことが多いのですが、果
たして母語話者並みの能力を獲得することは可能なのでしょうか？実際、この世の中には、モ
ノリンガル話者よりもバイリンガル話者の方が多いと言われています。２つ以上の言語の習得
に関する研究を通して、人間の言語獲得能力の限界や言語習得のメカニズムを、みなさんと一
緒に解明していきたいと思います。

■ 生年：1959年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：マギル大学大学院言語学研究科博士課程・Ph.D. （マギル大学）
■ 専門分野：言語学、第一・第二言語習得、言語教育
■ 担当科目： 英語学研究（言語習得論Ⅰ）Ａ・B、英語学特殊研究ⅣＡ・B
■ 著書・論文・特許：
　● 鈴木一徳・平川眞規子「日本語母語話者およびスペイン語母語話者による心理形容詞の解釈

－Is the lecturer bored or boring?」白畑・須田（編）『第二言語習得研究モノグラフシリーズ3：
言語習得研究の応用可能性－理論から指導・脳科学へ』くろしお出版（2019）

　● Hirakawa, M., Shibuya, M., and Endo, M.“Explicit Instruction, Input Flood or Study 
Abroad : Which Helps Japanese Learners of English Acquire Adjective Ordering?” 
Language Teaching Research, 23 (2), pp. 555-583. (2019).

　● Hirakawa, M. “Tense and Aspect in L2 Japanese by Chinese-Speaking and Tagalog-Speaking Children.”, in Studies in 
Language Sciences, 15, pp. 21-46. Kaitakusha. （2016）.

　● Snape, N. Matthews, J. Hirakawa, M. Hirakawa, Y. and Hosoi H. “Aspect in L2 English: A Longitudinal Study of 
Four Japanese Child Returnees.” In L. Roberts et al. （eds.）, EUROSLA Yearbook 2014, pp. 79-110. John Benjamins 
Publishing （2014）.

　● Hirakawa, M. “Alternations and Argument Structure in Second Language English: Knowledge of Two Types of 
Intransitive Verbs.” In M. Whong, G. Kook-Hee and H. Marsden （eds.） pp. 117-137. Universal Grammar and the 
Second Language Classroom. Springer （2013）.

■ 学会・学外等の活動： 日本第二言語習得学会運営委員、言語科学会運営委員、European Second Language Acquisition会員、
日本英語学会会員、Second Language Research （editorial board）、Journal of Japanese Linguistics 
(editorial board)

■ �研究内容のキーワード：文法（特に統語）発達、第一・第二言語習得、バイリンガルや継承語話者による言語習得
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●What Factors Cause Overpassivization Errors by Japanese-Speaking Learners of English?
　●Explicit Instruction of English Adjective Ordering in Second Language Acquisition.
　●Developmental Stages in the Acquisition of English wh-questions by Bisaya-speaking children

	ひら	 かわ	 	 ま	 き	 こ

平川　眞規子 教　授・Ph.D.	（マギル大学）　

■ �メッセージ：Graduate studies are an opportunity to grow from a consumer of ideas to a 
producer of ideas. Embrace the challenge and put yourself out there.

■ 生年：1965年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：マギル大学（カナダ）大学院言語学研究科博士課程修了
■ 専門分野：音韻学、音声学、言語理論、母語音韻習得、第二言語習得
■ 担当科目：英語学研究（音声学・音韻論Ⅱ）Ａ・B、英語表現演習Ⅰ、英語学特殊研究ⅢＡ・B
■ 著書・論文・特許：
　● Matthews, J. (2019) Prosodic transfer in the receptive modality: Recognizing morphology 

within L2 prosody. Linguistic Approaches to Bilingualism 9(6):862-866.
　● Matthews, J., Kawasaki, T., Tanaka, K., & M. Takeuchi (2019) Phonetic drift in fricatives. 

Poster presented at 9th International Symposium on The Acquisition of Second 
Language Speech (New Sounds 2019). Waseda University: Tokyo, Japan. August 30, 2019.

　● Matthews, J. (2019) Implicit linguistic competence & explicit language teaching. Plenary panel discussion on 
Effectiveness of Explicit Instruction in Advancing Acquisition of Implicit Language Competence. Annual 
Conference of the Japan Second Language Acquisition, J-SLA2019. Chuo University, Tokyo, Japan: June 2, 2019.

　● Matthews, J. (2019) Second language speech through first language phonology: How the L1 obscures the L2. Paper 
presented as part of the Investigating Linguistic Knowledge and Behavior Colloquium among L2 Learners held at 
Language Institute of Thammasat University, Bangkok, Thailand: March 4, 2019.

　● Matthews, J., Hirakawa, M., Takeda, K., Umeda, M., Fukuda, M., Snape, N., and K. Suzuki (2018) Establishing 
antecedent reference for L2 reflexive pronouns among L1 Chinese learners of Japanese: An eye tracking study. 
Poster presented at the 2nd International Symposium on Bilingual Processing in Adults and Children (ISBPAC-TU). 
Technische Universität Braunschweig (Germany): May 24, 2018.

■ �学会・学外等の活動： 日本第二言語習得学会会員、Canadian Linguistic Association会員、Linguistic Society of America
会員、Language & Speech （peer reviewer）、Second Language Research （peer reviewer）

■ 研究内容のキーワード：音韻論、生成音韻習得、音声学教育
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●The Interaction between Phonetic and Phonological modes in L2 Speech Perception
　●Segmentation Strategies by Japanese Listeners

	マシューズ ,																																					　　　			ジョン

MATTHEWS,	John 教　授　
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10

英文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。英文学専攻　専任教員

４校

■ �メッセージ：言語の仕組み、習得、使用について、一つ、あるいは、複数の現象に基づいて言語
知識のモデル化を試みます。理論と先行研究を基盤に問いを立てて、仮説・検証を行い、デー
タを集めて分析し、論理的に考察することで、人間の「ことば」を明らかにして行きます。また
英語教師を目指す人のために、言語習得につながる英語教育について、教育プログラムや評価
の開発、教育のための文法記述や教え方についても取り上げます。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph.�D．（ケンブリッジ大学）
■ 専門分野：�極小プログラム、特に分散形態論を用いた自他交替、心理動詞などの形態統語の分析・

記述・説明、および日本語母語話者による英語習得に基づく第二言語のモデル化
■ 担当科目：英語学研究（形態論・統語論Ⅱ）Ａ・B、英語学特殊研究ⅡＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●�若林茂則「学習者が英語でやり取りする力を身につけるために」中央大学文学部紀要、2021。
　●白畑知彦・冨田祐一・村野井仁・若林茂則『英語教育用語辞典�第3版』大修館書店、�2019。
　●�Shigenori�Wakabayashi.�A�Principle�of�Economy�in�Derivation�in�L2�Grammar�:�Do�Everything�in�Narrow�Syntax.�

Second�Language�Research�:�1–25.�Article�first�published�online�:�November�26,�2019.
　●�Sigenori�Wakabayashi.�Linguistic�Theory-Based�Research�as�Core�Discipline� in�Second�Language�Acquisition�

Studies.�LEARN�Journal�:�Language�Education�and�Acquisition�Research�Network�Journal�12�:�97–106.�2019.　
　●Takayuki�Kimura�&�Shigenori�Wakabayashi.�Articles�and�Telicity�:�The�Grammar�of�Early�and�Intermediate�L2�

Learners�of�English.�Second�Language�18�:�89–103.�2019.�
　●�若林茂則・穂苅友洋・秋本隆之・木村崇是.�論考：分散形態論によって見えてくる三人称単数現在-s�の変異性の多層的

原因、Second�Language�17�:�51–84.�2018.
■ �学会・学外等の活動：日本第二言語習得学会（事務局）、日本英語学会（評議員）、全国英語教育学会、関東甲信越英語教育学会
■ �研究内容のキーワード：第二言語習得、生成文法、�語彙意味論、�文法学習、�英語教育
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●The�Morphosyntax�of�Transitivity�in�Japanese（博士論文）
　●Merge-Expletive�in�DP（修士論文）
　●Over-Inversion�Errors�by�Japanese�Speaking�Learners�of�English（修士論文）

	わか	ばやし	 	 しげ	 のり

若林　茂則 教　授・Ph.D.（ケンブリッジ大学）　

■ �メッセージ：私たちがどうやって互いを分かり合えるのか、また誤解はどうして起こってしま
うのか、などの問いに答えを見つけたい方や、コミュニケーションの発達研究あるいはコミュ
ニケーションに困難を抱える子どもたちの支援につながる研究をしたいと思われる方にぴっ
たりの研究室です。グローバル時代、デジタル時代のコミュニケーションについて一緒に考え
ていきましょう。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：�Ph.D.�（University�College�London）
■ 専門分野：語用論、言語コミュニケーション発達、語用障害
■ �担当科目：英語学研究（意味論・語用論Ⅱ）Ａ・B、英語学特殊研究ⅠＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●�松井智子�(2013)�「子どものうそ、大人の皮肉」�岩波書店
　●�Matsui,�T.,�Nakamura,�T,�Utsumi,�A.,�Sasaki,�A.T.,�Koike,�T.,�Yoshida,�Y.,�Harada,�T.,�Tanabe,�H.C.,�&�Sadato,�N.�(2016).�
　●�The�role�of�prosody�and�context�in�sarcasm�comprehension:�Behavioral�and�fMRI�evidence.�Neuropsychologia,�87,�

74-84.
　●�Matsui,�T.,�Yamamoto,�T.,�Miura,�Y.,�McCagg,�P.�(2016).�Young�children's�early�sensitivity�to�linguistic�indications�

of�speaker�certainty�in�their�selective�word�learning.�Lingua,�175-6,�83-96.
　●�松井智子(2018)共同注意と発達語用論.『コミュニケーション発達の理論と支援』31-40.�東京:金子書房
　●�松井智子(2018)養育者と子どもの相互的コミュニケーションと言語習得�『児童心理学の進歩』�東京:金子書房
■ �学会・学外等の活動：日本語用論学会、日本発達心理学会、日本心理学会、言語科学会
■ 研究内容のキーワード：発達語用論、語用障害、自閉スペクトラム症、多言語児童
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「自閉スペクトラム症児におけるコミュニケーションルールの捉え方」　　
　●「幼児の他者の信頼性判断に関する実験的検討」
　●「感情音声理解の発達」

	まつ	 い	 	 とも	 こ

松井　智子 教　授・Ph.D.	（University	College	London）
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11CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

英
　
文
　
学

3 校

■ �メッセージ：20世紀以降のアメリカ小説を研究の対象としています。テクストを丹念に読む
ことを出発点に、文学研究の基礎的な進め方を身につけることを目標とします。授業では、テ
クストの理解がさらに深まるような活発な議論を重ねていきたいと思います。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph.D. （クレアモント大学院大学）
■ 専門分野：アメリカ文学
■ �担当科目：米文学研究（現代Ⅱ）Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「フラナリー・オコナー『聖霊のやどる神殿』における“emptiness”」、『英語英米文学』第58号（中央大学英米文学会）、

2018年。
　● 「“There’s Only Me, so I Can Do As I Please”: Nella LarsenのQuicksandにおける消費と移動」、『鶴見大学紀要』第

49号第2部外国語・外国文学編、2012年。
　● （翻訳）ジュノ・ディアス、『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』、都甲幸治・久保尚美訳、新潮社、2011年。
　● 「フラナリー・オコナーの ‘Good Country People’と‘A Good Man Is Hard to Find’における会話についての考察」、『鶴

見大学紀要』第47号第2部外国語・外国文学編、2010年。
　● “Becoming a Member of the South: Carson McCuller’s The Member of the Wedding”、『年報地域文化研究 』第12号 （東

京大学）、 2009年。
■ 学会・学外等の活動：日本アメリカ文学会、日本フラナリー・オコナー協会、Modern Language Association
■ 研究内容のキーワード：アメリカ小説、フラナリー・オコナー、アメリカ南部作家

	 く	 ぼ	 	 なお	 み

久保　尚美 准教授・Ph.D.（クレアモント大学院大学）　

■ �メッセージ：日本人がアメリカ（あるいはアメリカの文学）と関わるということは、結局のとこ
ろ人間の存在の仕方を根底から相対化することにならざるを得ないのだろう、と観念しなが
ら、戦後70年、浦賀来航160年のつきあいを思えば近くて遠い隣国・アメリカの文学を読んで
いきたいと考えています。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：�東京大学大学院人文社会系研究科欧米文化研究専攻英語英米文

学専門分野博士課程満期退学（所定単位修得）
■ 専門分野：アメリカ文学
■ �担当科目：米文学研究（現代V）Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「「あいつら、六五年に誰一人戻って来んどきゃよかったんじゃ」――「ウォッシュ」、敗戦、近代の声」」『フォークナー』

第14号、2012年。
　● 「父の息子、息子の父――ヘミングウェイ、インディアン、アメリカの家族」『英米文学評論』東京女子大学第59巻、2013年。
　●「思い出せ、と男は言う――フォークナー、青山真治『ユリイカ』、母の方言」『フォークナー』第15号、2013年。
　● 「＜故郷＞から遠く離れて――『グレート・ギャツビー』における血縁、友愛、アメリカの＜個人＞」『英米文学評論』東

京女子大学　第60巻、2014年。
　● 「過去のない男――レイモンド・カーヴァー、「大聖堂」、アメリカの孤独」 『れにくさ=Реникса』現代文芸論研究室論

集　第5号1巻、2014年。
■ �学会・学外等の活動：日本アメリカ文学会（編集室幹事）、日本英文学会、日本フォークナー協会、日本ヘミングウェイ協会、

日本フィッツジェラルド協会、日本マーク・トウェイン協会
■ 研究内容のキーワード：アメリカ、個人主義、プロテスタンティズム、カトリシズム、家族、故郷、血縁、人種
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ウィリアム・フォークナーとアメリカ南部の問題

	なか	 の	 	 がく	 じ

中野　学而 准教授
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独文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。独文学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：私はドイツ語圏の舞台芸術、近現代文学そして日独の演劇・文学交流史を研究分野としています。特に「ド
ラマ演劇」と呼ばれる戯曲再現タイプの舞台上演、「ポストドラマ演劇」と呼ばれるライブ性重視タイプの舞台上演の比較
研究を行っています。共訳書の『演劇学へのいざない』（国書刊行会）が私の研究へのいざないでもあります。欧米の舞台
芸術の歴史や新たなトレンド、演劇学理論に関心のある学生のみならず、舞台芸術が好きという学生をも対象とした授業
を実施しています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退・修士（東京大学）
■ 専門分野：ドイツ語圏の舞台芸術、近現代文学、日独の演劇・文学交流史
■ 担当科目：ドイツ文化演習Ａ・B、ドイツ文化論研究A・B、ドイツ文化特殊研究A・B
■ 著書・論文・特許：
　● 「黄泉の帝王トートの鎮魂劇としての宝塚版ミュージカル『エリザベート：愛と死の輪舞（ロンド）』」 ドイツ文化 75号（中

央大学）、2020年。
　● 「演劇史記述の転換と1970年代以降のドイツ演劇統計分析：国民演劇史からグローバル演劇史へ」 中央大学文学部紀要

270号（中央大学）、2018年。
　● 「戦後ドイツ演劇システムと演出スタイルの相互関係：演劇統計分析から見るその特徴と課題」ドイツ文化 72号（中央大

学）、2017年。
　● 「現代ドイツにおける『ハムレット』受容とポストドラマ演劇─『ハムレット』上演データ分析による受容動向─」文学部

紀要 言語・文学・文化116号（中央大学）、2015年。
■ 研究内容のキーワード：ドイツ文学、ドイツ演劇、ドイツ映画、日独文化交流
■ 学会・学外等の活動：日本独文学会、日本演劇学会、世界演劇学会、日本ドイツ学会、オーストリア文学会
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●W.G.ゼーバルト著『アウステルリッツ』と記憶─多言語・多国籍にわたる文化的記憶とアイデンティティ形成─
　●多和田葉子『旅をする裸の眼』のハイブリッド性　─メディア、ポストコロニアル、ジェンダーの視点から─

	たか	 はし	 	 しん	 や

高橋　慎也 教　授　

■ �メッセージ：Nie wieder in Ihrem Leben bekommen Sie die Chance, sich so intensiv mit 
einem Thema Ihrer Wahl zu beschäftigen. Machen Sie etwas daraus !

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：哲学博士（フィリップ大学マールブルク）
■ 専門分野：Ästhetik der Romantik und früheu Moderne
■ 担当科目： ドイツ芸術論演習Ａ・B、ドイツ文化論研究A・B、ドイツ芸術論特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●Der Wohlstand der Kunst, Tokyo 2010.
　●Zahlreiche Aufsätze in Journal of the Warburg and
　　 Courtauld Institutes, Oud Holland, Das achtzehnte Jahrhundert, Germanisch-Romanische Monatsschrift
　●im Erscheinen：Was ist Haltung? Berlin 2015.
■ 学会・学外等の活動：日本独文学会
■ 研究内容のキーワード：Kunsttheorie von der Renaissance bis zur Goethezeit, Zuletzt, Vasari-Studien.
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●Goethe, Kunst der Romantik, Avantgarde, Dürer und seine Schule, Capriccio und Groteske.

	デトレフス	 ハンス　	 ヨアヒム

DETHLEFS，	Hans	Joachim 教　授・哲学博士（フィリップ大学マールブルク）　
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13CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

独
　
文
　
学

3 校

■ �メッセージ：先行研究の調査、それを踏まえた上での論文のテーマの設定、そのテーマに適用
する研究理論の選択などは、大学院での研究の根幹をなし、しかも一人で行うのが難しい作業
です。とりわけこうした点において、高度な教育を提供します。

　 ドイツ語圏における人文科学の最先端の展開を踏まえつつ研究したい人は、私のところにい
らっしゃい。学外からの受験も歓迎します。

■ 生年：1964年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 博士（文学）（東京大学）、教授資格（文化学）（ベルリン・フンボ

ルト大学）
■ 専門分野：近現代ドイツ文学、現代ドイツ思想、比較文化、文化史
■ �担当科目： ドイツ文化論研究A・B、ドイツ文学演習Ａ・B、ドイツ文学特殊研究A・B

■ 著書・論文・特許：
　● Vergleichende Mediengeschichte: Am Beispiel deutscher und japanischer Literatur vom späten 18. bis zum späten 20. 

Jahrhundert. München: Fink, 2012.（単著）
　● Kulturwissenschaftliche Komparatistik: Fallstudien. Berlin: Kadmos, 2016.（単著）
　● “Number Systems (Binary and Ternary),” Universalenzyklopädie der menschlichen Klugheit, ed. by Markus 

Krajewski and Harun Maye, Berlin, Kadmos, 2020: 140-142.
　● “Europe in the Global History of Culture, or: Journeying to a Japanese Cape with Friedrich Kittler,” Jahrbuch für 

Internationale Germanistik, Vol. 51, No. 1 (2019): 113-134.
　● “Towards a Global History of Culture,” Jahrbuch für Internationale Germanistik, Vol. 51, No. 1 (2019): 135-146.
■ 学会・学外等の活動：日本独文学会会員、日本比較文学会会員、International Comparative Literature Association会員
■ 研究内容のキーワード：ドイツ文学、ドイツ思想、メディア論、文化史、Global History
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ドイツ観念論における無限概念の学問史的研究
　●『シッダールタ』に見られるヘルマン･ヘッセの仏教受容
　●現代ドイツの職人遍歴組合における女性禁忌

	なわ	 た	 	 ゆう	 じ

縄田　雄二 教　授・博士（文学）（東京大学）　

■ �メッセージ：「～のはず」と言った思い込みや印象論ではなく、まずは言語を客観的に観察し、
言語事実に基づいて論じる姿勢を身に付けてください。そのためにも、先行研究を正確かつ批
判的に読み、それを参考にしながら自分でデータを収集し分析・検証する、そして検証結果を
踏まえて問題提起を行う、という実証的な方法論を大切に考えています。仮説を立てて検証し
た結果、思いがけない事実に出会ったり、新たな発展の可能性が見えてきます。

■ 生年：1961年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Doktor der Philosophie （Universität Trier）
■ 専門分野：ドイツ語学、日本語学、応用言語学
■ 担当科目： ドイツ語学・教授法演習Ａ・B、ドイツ文化論研究A・B、ドイツ語学・教授法特殊

研究A・B
■ 著書・論文・特許：
　● Japanische Demonstrativa und ihre deutschen Entsprechungen - Eine kontrastive Untersuchung anhand deutscher 

literarischer Werke und ihrer japanischen Übersetzungen -.　Trier, WVT Wissenschaftlicher Verlag, 1993.
　●   「会話の展開と無音ポーズからみるコンテクスト化の様相─ドイツ語と他言語との対照分析に基づく総合的考察の試

み─」ドイツ文法理論研究会『エネルゲイア』第34号　2009年。
　● 「何を手がかりに話しことばの対照研究を行うのか？」高田博行編『日本独文学会研究叢書　065　話しことば研究をめ

ぐる４つの問い』2009年。
　● 「『外国語としてのドイツ語（DaF）』から『学術言語としてのドイツ語（DaW）』へ　─専門分野への「導入文献」について考

える─」（共著）中央大学文学部『紀要　言語・文学・文化』120号（通巻265号）2017年。
　● “Mobile Kurznachrichtenkommunikation im Sprach- und Kulturvergleich - Potenziale für Linguistik und 

Sprachdidaktik-”. (IMO, Wolfgang, HAYASHI, Akiko, OGASAWARA, Fujiko). In: Erträge des JGG-Seminars für 
Deutsch als Fremdsprache (Online ISSN: 2434-5415) Volume 1, 2020.

■ �学会・学外等の活動：日本独文学会、日本言語学会、日本語教育学会、EAJS（European Association for Japanese Studies）
■ 研究内容のキーワード：語用論、文章・談話の分析、社会言語学、対照研究、ドイツ語教育
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ドイツ語テクストの読みの諸相─日本語を母語とするドイツ語母語話者を対象とした調査から─
　●「勧誘」の会話展開とストラテジーに関する日独語対照研究　─応答ペアと発話機能に基づく分析─
　● 新聞記事Aufrufから見た書き手による読み手への働きかけ─Völkischer Beobachterのヒトラー署名入り記事を例にして─

	はやし	 	 あき	 こ

林　明子 教　授・Doktor	der	Philosophie（Universität　Trier）　

001-046_2021文学（ア�レスなし）.indd   13001-046_2021文学（ア�レスなし）.indd   13 2021/02/26   13:002021/02/26   13:00



14

独文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。独文学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：あるテーマについて考察しようとする際には、研究書や論文のみならず、文学テ
クストとの「対話」もまた、実り多いものでありえます。授業では、文学との「対話」に必要なテ
クスト分析の方法やドイツ語の力、批評理論や関連知識を身につけると共に、論理的な思考力
を養うことを目指します。もちろん、参加者の間でも活発な対話を行いたいと思います。

■ 生年：1977年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Dr. phil. （ケルン大学）
■ 専門分野：近現代ドイツ語文学、比較文学
■ 担当科目： ドイツ文化論研究A・B、比較文学・比較文化演習Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● Gewalt des Schweigens. Verletzendes Nichtsprechen bei Thomas Bernhard, Kōbō Abe, Ingeborg Bachmann und 

Kenzaburō Ōe. Berlin/Boston: de Gruyter 2014.
　● 「息を断つ芸と「悪い言葉」─イルゼ・アイヒンガーにおける非行為と言語批判」『ドイツ文学』（日本独文学会）、第158号、

2019年。
　● （林明子、川喜田敦子との共著）「「外国語としてのドイツ語（DaF）」から「学術言語としてのドイツ語（DaW）」へ─専門

分野への「導入文献」について考える」『言語・文学・文化』（中央大学文学部）、第120号、2017年
　● Anarchie des Alters. Simultaneität, Synchronisierung und Heterorhythmie in B. S. Johnsons »House Mother 

Normal«. In: Simultaneität – Übersetzen. Hrsg. von Keiko Hamazaki und Christine Ivanovi . Tübingen: Stauffenburg 
2013.

　● Entgleisender Monolog. Inszenierungen des gewaltsamen Schweigens in Kai Hensels Drama »Klamms Krieg«. 
In: Schauplatz der Verwandlungen. Variationen über Inszenierung und Hybridität. Hrsg. von Kazuhiko Tamura. 
München: iudicium 2011.

■ �学会・学外等の活動：日本独文学会、日本オーストリア文学会
■ 研究内容のキーワード：言語的暴力、沈黙、非行為、親密性、学術言語としてのドイツ語

	 は	 ね	 	 れい	 か

羽根　礼華 准教授・Dr.	phil.（ケルン大学）

■ �メッセージ：従来、ドイツ近現代史は「一国史」の視点から描かれることが多かった。しかしグ
ローバル化の進展や「国民国家」の機能不全を背景に、歴史家はしばしば研究上のフレームワー
クを改変するよう求められている。「ドイツ」という「ナショナル」な枠組みを基本としつつも、
決してそれを自明のものとせず、常に新たな「言葉」で歴史を書く可能性を追求したい。「世界
の中のドイツ」の来歴を一緒に考えることができればと思う。

■ 生年：1975年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph. D. （Universität Konstanz）
■ 専門分野：ドイツ近現代史。特に「熱帯医学」や「形質人類学」の歴史や人種主義の歴史、「医学

と社会」をめぐる問題など
■ 担当科目： ドイツ社会誌演習Ａ・B、ドイツ文化論研究A・B

■ 著書・論文・特許：
● 「眠り病と熱帯アフリカ─近代医学の描く『文明』と『自然』」秋田茂・脇村孝平（編）『人口と健康の世界史（MINERVA世

界史叢書8）』ミネルヴァ書房、2020年。
● 「感染症と『生体管理』 ─ドイツ植民地におけるハンセン病対策」『ゲシヒテ』第13号、2020年。
● 「ベルリン・ハンブルク・そして『熱帯』 ─ドイツ版『帝国医療』をめぐる考察」『史林』第103巻第1号、2020年。
●『アフリカ眠り病とドイツ植民地主義─熱帯医学による感染症制圧の夢と現実』みすず書房、2018年。
● Medizin und Kolonialgesellschaft: Die Bekämpfung der Schlafkrankheit in den deutschen “Schutzgebieten” vor dem 

Ersten Weltkrieg, Berlin: LIT-Verlag, 2009. 
■ 学会・学外等の活動：現代史研究会、史学研究会、政治経済学・経済史学会、西洋史研究会、日本西洋史学会
■ 研究内容のキーワード： ドイツ植民地、グローバル・ヒストリー、「熱帯医学」、人種主義、ヒストリオグラフィー
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ドイツにおける「東方ユダヤ人」の社会史
　●ヒトラーのカリスマ性に関する歴史学的分析

	いそ	 べ	 	 ひろ	 ゆき

磯部　裕幸 准教授・Ph.	D	(Doktor	der	Philosophie)	(Universität	Konstanz)

001-046_2021文学（ア�レスなし）.indd   14001-046_2021文学（ア�レスなし）.indd   14 2021/02/26   13:002021/02/26   13:00



15

仏文学専攻　専任教員

CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

仏
　
文
　
学

仏文学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：18世紀以降のフランス美術を主な素材としながら、専門研究の基礎（テーマ設定、
先行研究の消化吸収、史料の読解）を身につけることを目指します。また過去の美術史研究や
隣接分野の議論を参考に、美術史の方法論を新しい目で見直すことも試みたいと思っていま
す。美術作品から出発して、自由で刺激的な議論をどう作り上げて行くか、一緒に考えたいと
思います。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：美術史学博士（パリ第１大学）
■ 専門分野：フランス近代美術史、フォシヨンを中心とする美術史学史
■ 担当科目： インターンシップ（美術館実務研修）、フランス近代美術史演習Ａ・B、フランス近

代美術史特殊研究Ａ・B
■ 著書・論文・特許：
　●『アンリ・フォシヨンと未完の美術史　かたち・生命・歴史』岩波書店、2019年。
　●「様式と歴史」『西洋美術研究』20号、2020年。
　●「追悼の政治──ジャック=ルイ・ダヴィッド《マラーの死》について」 『表象』（表象文化論学会編）第2号、2008年。
　●アンリ・フォシヨン（阿部成樹訳）『かたちの生命』ちくま学芸文庫、 2004年。
　●ジャン・ラコスト（阿部成樹訳）『芸術哲学入門』白水社（文庫クセジュ）、 2002年。
■ 学会・学外等の活動：美術史学会、美学会
■ 研究内容のキーワード：新古典主義、ダヴィッド、アングル、フォシヨン、美術史学史
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●第一世界大戦前後のモーリス・ドニ──前衛と古典のはざまで
　●ドラクロワと古典美術　聖堂装飾画を中心に
　●ギュスターヴ・モローによるマチエールの探求──エマイユ・パン（L'email peint）共同制作を通して──

	 あ	 べ	 	 しげ	 き

阿部　成樹 教　授・美術史学博士（Docteur	en	histoire	de	l’ art）（パリ第1大学）

■ �メッセージ：フランス語の文学テキストを細心に読むことを出発点として、そこから自らの思
考を展開できるようになることを目標にしています。ただそのためにはそのテキストが位置
している広い文化的文脈を理解することが重要ですので、そうした文脈を理解する能力、また
新たにそうした文脈を発見しなおす能力の養成にも力点を置いています。

■ 生年：1955年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東北大学大学院文学研究科博士課程後期単位取得退学
■ 専門分野：19世紀フランス文学
■ 担当科目： フランス近代文学演習Ａ・B、フランス近代文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●《Traduire Chateaubriand en japonais》in Réception et Créativité, Dir. Julie BROCK, Peter Langue, 2013.
　●『対訳　フランス語で読む｢赤と黒｣』、白水社、2014年。
　●翻訳　ツヴェタン・トドロフ『ゴヤ─啓蒙の光の影で』、法政大学出版局、2014年。
　●翻訳　マルク・フェロー『戦争を指導した七人の男たち』、新評論、2015年。
　●翻訳　ツヴェタン・トドロフ『屈伏しない人々』、新評論、 2018年。
■ 学会・学外等の活動：日本フランス語フランス文学会、日本フランス語教育学会、パリ国際大学都市日本館館長
■ 研究内容のキーワード：スタンダール、シャトーブリアン、スタール夫人、トドロフ、ロマンティスム
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●従妹ベット論
　●コレット『牝猫』における猫の機能について
　●『オーベルマン』の深層　─セナンクールが託した諸相─

	 お	 の	 	 うしお

小野　潮 教　授　
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仏文学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。仏文学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：研究指導の分野は19世紀末以降の小説全般です。授業では例年プルーストを中
心に扱いますが、それぞれ研究対象を異にする受講生全員が何らかの示唆を得られる機会とな
るよう配慮しています。とかく難解だという印象をもたれがちなプルーストですが、実に多く
のことを考えた作家でもあります。小説というもの、さらにはフランス文化について幅広い議
論を楽しみながら、研究を深めていく助けができればと思います。

■ 生年：1953年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：文学博士（パリ第３大学）
■ 専門分野：フランス現代小説
■ 担当科目： フランス現代文学演習Ａ・B、フランス現代文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●Paris dans le roman de Proust, Paris, SEDES, 1996.
　●「『ジャン＝クリストフ』の評価をめぐって」『芸術のイノヴェーション』、中央大学出版部、2004年。
　●「プルーストの食卓 ──ノルポワ侯爵との夕食」『仏語仏文学研究』38号、2006年。
　●「プルーストによる1880年のフランス音楽」『アルス・イノヴァティーヴァ』、中央大学出版部、2008年。
　●「1913年のプルーストと音楽」『思想』、2013年11月。
■ 学会・学外等の活動：日本フランス語フランス文学会
■ 研究内容のキーワード：プルースト、フランス現代小説、文学と音楽
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●フランソワーズ・サガン研究　─初期作品における音楽と記憶─
　●『失われた時を求めて』における視覚の諸問題　─祖母の挿話をめぐって─
　●カミュ研究　─『異邦人』と『転落』における新聞の働き─

	さい	 き	 	 しん	 いち

斉木　眞一 教　授・文学博士（パリ第3大学）　

■ �メッセージ：18世紀フランスの思想家たちは、近代社会が前提とする概念や制度（文明化、民
主主義、一夫一妻制、宗教的寛容、公教育、世論、人口、等々）を考案しました。近代生成期の
思想と文学に注目することで、「近代」の可能性とその条件・限界について共に考究したいと
思います。私たちの足場に揺さぶりをかける迫力を持った古典の読解を通して、批判的思考の
鍛錬を目指します。

■ 生年：1973年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（東京大学）
■ 専門分野：18世紀フランス思想・文学
■ 担当科目： フランス古典啓蒙文学演習Ａ・B、フランス古典啓蒙文学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『ディドロ　限界の思考─ ─小説に関する試論』風間書房、2009年（単著）。
　●『脱原発の哲学』人文書院、2016年（共著）。
　●『怪物的思考　近代思想の転覆者ディドロ』講談社、2016年（単著）。
　●『Se promener au XVIIIème siècle, Rituels et sociabilités』Classiques Garnier、 2019年（共著）。
　●翻訳　ドニ・ディドロ『運命論者ジャックとその主人』白水社、2006年（共訳）。
　●翻訳　モンテスキュー『ペルシア人の手紙』講談社学術文庫、2020年（単独訳）。
■ 学会・学外等の活動：日仏会館、表象文化論学会、仏語仏文学会
■ 研究内容のキーワード：ディドロ、モンテスキュー、フィクションと哲学、科学思想史、比較文学
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●啓蒙思想研究
　●生成期の小説
　●近代社会の条件

	 た	 ぐち	 	 たく	 み

田口　卓臣 教　授・博士（文学）（東京大学）　
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17CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

仏
　
文
　
学

3 校

■ �メッセージ：《TACHEZ DONC DE NE PLUS VIVRE EN VOUS. FAITES DE GRANDES 
LECTURES. ASTREIGNEZ-VOUS A UN TRAVAIL REGULIER ET FATIGANT》

（FLAUBERT）
■ 生年：1967年生
■ �最終学歴・学位（取得大学）：Ancien Eleve de l’Ecole Normale Supérieure, Agrégé de Lettres 

Modernes, Docteur es-Lettres et Arts de l’Université de la Sorbonne.
■ �専門分野：Littérature française （roman du XXe siècle ： Céline, Perec, Proust...） et écrivains 

contemporains （Sollers, Quignard...）. 
　 Ecrivains d'expression française （Khatibi, Kourouma, Kateb, littératures antillaise, mauri-

cienne, réunionnaise, africaine...）. 
　Musique et littérature. Rapports philosophie/littérature. Les écrivains français et le Japon.
■ 担当科目：フランス文化・社会史演習Ａ・B、フランス文化・社会史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● La Tentation de la France, la Tentation du Japon ： regards croisés, Ed. Picquier, 2003 （dir.）.
　● Celine et la chanson：de quelques oreilles que la poétique célinienne prête aux formes chantées, essai, Ed. du Le-

rot, 2004.
　●Kizu （la lézarde）, roman, Ed. Arlea, 2004.
　●Tokyo, petits portraits de l’aube, roman, Ed. Gallimard, 2004.
　●Sympathie pour le Fantôme, roman, Ed. Gallimard, 2010.
　●Fukushima-Récit d’un désastre, Ed. Gallimard, 2012.
■ �学会・学外等の活動：Societe d’études japonaises、Societe d’études céliniennes、Association Georges Perec
■ 研究内容のキーワード：Litterature, musique, chanson, philosophie, art, francophonies.
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● Exemples : “Duras, Perec：la mémoire en miettes aux lendemains de la seconde guerre mondiale”, “L’identité eth-

nique au Québec”

	フェリエ	 　 ミカエル

FERRIER，	Michaël 教　授・近代文学博士（ソルボンヌ大学）　

准教授・博士（学術）　（東京大学）　
いずみ　　　			み　　ち　　こ

泉　美知子
■ �メッセージ：私の専門は近代フランスの「美術制度」に関する研究です。この世に生み出され

た作品がどのように評価され、社会に受容され、保存されてきたのかを考えています。文化遺
産、美術館、美術史学の成立、古い美術の再評価が具体的なテーマとなります。19世紀以降の
フランスを分析対象としながら、芸術的遺産がどのように継承されてきたのか歴史的に検討す
ると同時に、それを次の世代にどのように伝えていくのか今日の問題としても考えたいと思っ
ています。

■ 生年：1969年生
■ �最終学歴・学位（取得大学）：博士（学術）（東京大学）
■ �専門分野：フランス近代美術制度 
■ 担当科目：フランス近代美術史演習Ａ・B、フランス近代美術史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 単行本『文化遺産としての中世─近代フランスの知・制度・感性に見る過去の保存』、三元社、2013年。
　● 論文（単行本）「「古きパリ」の誕生─フランス革命後のもう一つの都市再生」『破壊のあとの都市空間─ポスト・カタス

トロフィーの記憶』、熊谷謙介編、青弓社、2017年。
　● 論文（雑誌）「国民芸術の歴史をどのように記述するか─1900年パリ万博「フランス芸術回顧展」の考察」『西洋美術研究』、

17号、2013年、130-149頁。
　● 論文（雑誌）「文化遺産の表象　19世紀における生成と変容─パリ、ノートル＝ダム大聖堂の保存・修復を中心に」

『HERITEX』（名古屋大学文学研究科付属　人類文化遺産テクスト学研究センター）、1号、2015年、206-225頁。
　● 論文（雑誌）「ランス大聖堂《微笑みの天使》という神話の誕生─第一次世界大戦と文化遺産の危機」『國學院大學紀要』、

第57号、2019年、29-50頁。
■ �学会・学外等の活動：日仏美術学会、美学会、文化資源学会、美術史学会
■ 研究内容のキーワード：文化遺産、文化財保護、美術館、美術批評、美術制度
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中国言語文化専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。中国言語文化専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：中国近現代文学は、中国の人々の日常を反映してきました。1920 ～ 1960年代ま
での革命文学、抗戦期文学、人民文学は、いずれもその時代と密接に結びついています。そして、
文化大革命以降のいわゆる新時期文学は、まさに変貌する最近の中国社会を理解するための格
好のテキストと言うことができるでしょう。中国の文学作品に込められたメッセージを解読
し、日本に紹介する人材を育てるべく、研究指導を行なっています。

■ 生年：1954年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学
■ 専門分野：中国現代文学、演劇
■ 担当科目： 中国現代文学演習Ａ・B、中国語翻訳演習Ａ・B、中国文学特殊研究ⅠＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「余華作品在日本的翻訳与研究」『全球視野下的余華』（高玉編）上海交通出版社、2019年。
　● 「中国話劇的発展与日本──中日戯劇交流的三次高峰」『新潮演劇与話劇的発展』（湯逸佩編）広西師範大学出版社、

2019年。
　●『作家たちの愚かしくも愛すべき中国』中央公論新社、2018年。
　●『中国の「新劇」と日本──「文明戯」の研究』中央大学出版部、2014年。
　● 「中国現代演劇と日本──「話劇」の来日公演から」『文学』15巻２号、2014年。
■ 学会・学外等の活動：日本中国学会、日本現代中国学会、日中文化交流協会、日本ペンクラブ
■ 研究内容のキーワード：文明戯、話劇、余華、曹禺、高行健
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「先鋒文学」における語りの技法
　●『白銀時代』と『1Q84』の比較──反ユートピア文学の視座で──
　●從《兒子的大玩偶》看台灣社會變化

	いい	 づか	 	 ゆとり

飯塚　容 教　授　

■ �メッセージ：現代中国語文法に関する文献資料を読み進めながら、基礎的研究能力を養うこと
を目標にしています。同時に、ことばの研究に欠かせない一般言語学の重要な文法概念を踏ま
えて中国語分析の実践的な訓練を行い、まずは特定の言語理論に偏らない実証的な研究方法を
身につけられるように配慮したいと思っています。北京官話だけでなく、近年着実に進展しつ
つある漢語方言研究の動向にも注意を払うつもりです。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（東北大学）
■ 専門分野：中国語学、中国語教育
■ 担当科目： 中国語現代文法演習Ａ・B、中国語学特殊研究ⅠＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●〈漢語動結式在語言類型上的両面性──従蔵緬語的自動和使動的対立談起〉《世界漢語教学》第4期、2019年。
　●〈動結式的致使意義和使動用法的双音化〉《当代語言学》第3期、2016年。
　●『中国語結果構文の研究──動詞連続構造の観点から──』白帝社、2011年。
　●「中国語ヴォイス構文の特質──ゼロ形式という考え方──」『二松學舍大學論集』第54号、2011年。
　● “Chinese Resultatives: From the Viewpoint of Serial Verb Constructions,” in Proceedings of the Chulalongkorn-

Japan Linguistics Symposium, ed.by Makoto Minegishi et al., Global COE Program, ‘Corpus-based Linguistics and 
Language Education’, Tokyo University of Foreign Studies, 2009.

　●「変化主体を表す目的語名詞句の意味役割」『佐藤進教授還暦記念論文集』好文出版、2007年。
■ 学会・学外等の活動：日本中国語学会、日本言語学会、国際中国語言学学会
■ 研究内容のキーワード：中国語文法、中国語語彙、言語類型論、日中対照研究、中国語教授法
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●現代中国語の受動表現に関する研究　─電子コーパスを用いた日本語受動文との対照を通して─
　●台湾国語の完了体を表す「有＋VP」

	いし	 むら	 	 ひろし

石村　広 教　授・博士（文学）（東北大学）　
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19CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

中
国
言
語
文
化

3 校

■ �メッセージ：20世紀前半の上海租界を舞台とする西洋音楽移入の様相を、中国人の側から、そ
して西洋人の側から研究してきました。授業では幅広く、上海の都市文化の実態を解明し、東
アジアの近代を考える契機としたいと考えています。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（学術）（東京大学）
■ 専門分野：中国近代音楽史、比較文化、上海地域史
■ 担当科目： 日中比較文化演習Ａ・B、中国文化特殊研究ⅡＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『宮崎滔天』ミネルヴァ書房、2013年。
　●『上海　多国籍都市の百年』中公新書、2009年。
　●『上海オーケストラ物語　西洋人音楽家たちの夢』春秋社、2006年。
　●『楽人の都・上海　近代中国における西洋音楽の受容』研文出版、1998年。
　● 「中国音楽史から消えた流行歌─もう一つの「夜来香ラプソディー」─」『東洋史研究』第69巻第3号、2010年。
■ 学会・学外等の活動：日本比較文学会、東大比較文学会、日本現代中国学会
■ 研究内容のキーワード：中国音楽、西洋音楽、近代文化、上海
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●草創期の上海租界におけるプロテスタント伝道の実態　─W.J.ブーンの活動を中心に─

	えの	 もと	 	 やす	 こ

榎本　泰子 教　授・博士（学術）（東京大学）　

■ �メッセージ：授業では中国古典文学を扱っています。中国古典文学は、極めて広い研究領域で
あり、わたしたちが対象とするのは、通常、その内のごく一部です。しかし、何を対象とする
にせよ、文献や電子データを材料に、読んで調べて考えるという作業が、研究の大部分を占め
ます。したがって、テクストの正確な読解、適切な資料調査、対象に応じた問題設定といった、
基本的な作業を進める能力を養うことを指導の主眼としています。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻博士後期課程中退
■ 専門分野：中国古典文学、中国文化
■ 担当科目： 中国古典文学演習Ａ・B、中国文学特殊研究ⅡＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●「李漁『閑情偶寄』所収「行楽之法」の三篇をめぐって」『紀要』言語・文学・文化第119号、中央大学出版部、2017年。
　● 「『中国古典戯曲序跋彙編』およびその中国古典戯曲総合データベースへの収録の意義について」『中国都市芸能研究』第

13輯、中国都市芸能研究会、2015年。
　● 「謝肇淛『文海披沙』版本考」『紀要』言語・文学・文化第113号、中央大学出版部、2014年。
　●「謝肇淛『文海披沙』の一条について」『紀要』言語・文学・文化第111号、中央大学出版部、2013年。
■ 学会・学外等の活動：早稲田大学中国文学会、日本中国学会
■ 研究内容のキーワード：中国古典文学、批評的言説
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「竹林七賢」研究

	ざい	 もく	 や	 	 あつし

材木谷　敦 教　授　
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中国言語文化専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。中国言語文化専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：現代中国の社会について、言論空間の諸様相を読み解く研究をしています。具体
的には、自由や民主などの普遍的価値をめぐる言説および市民社会に関する論争などを中心
に、現代中国の知識人について、彼らの思想と行動を明らかにしたいと考えています。授業で
は、文献を正確に読解し、批判的考察に基づく豊かな議論が展開できるよう心掛けます。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（総合社会文化）（日本大学）
■ 専門分野：現代中国社会
■ 担当科目： 中国思想文化演習Ａ・B、中国文化特殊研究ⅠＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『現代中国の言論空間と政治文化─「李鋭ネットワーク」の形成と変容─』御茶の水書房、2012年。
　●「習近平政権下の社会変動」公益財団法人 日本国際問題研究所『国際問題』2014年5月、No.631。
　●石井知章編著『現代中国のリベラリズム思潮─1920年代から2015年まで』藤原書店、2015年。
　●石井知章・緒形康編『中国リベラリズムの政治空間』勉誠出版、2015年。
　●「習近平政権2期目における言論統制の行方」㈳中国研究所『中国年鑑2018年』2018年。
　●張博樹著、石井知章・及川淳子・中村達雄訳『新全体主義の思想史 コロンビア大学講義』白水社、2019年。
　●「中国の三十年─六四・天安門事件から社会主義現代化強国へ─」『神奈川大学評論』2019年7月。
　●石井知章・及川淳子編著『六四と一九八九 習近平帝国とどう向き合うのか』白水社、2019年。
　●許紀霖著、中島隆博・王前監訳『普遍的価値を求める　中国現代思想の新潮流』法政大学出版局、2020年。
■ 学会・学外等の活動： 日本現代中国学会、中国現代史研究会、中国語教育学会、2017 ～ 2020年度NHKラジオ講座「おもて

なしの中国語」講師
■ 研究内容のキーワード：現代中国社会、言論空間、政治文化、知識人、市民社会
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「中国における文字創製と言語維持」

	おい	 かわ	 	 じゅん	 こ

及川　淳子 准教授・博士（日本大学）　
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日本史学専攻　専任教員

CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

日
本
史
学

日本史学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：日本考古学、特に縄紋時代の土器、集落研究と、旧石器、縄紋から弥生、古墳時代
の炭素14年代測定を基にした年代論を研究しています。また、近世・近代考古学にも関心があ
り、おもに文献史によって語られてきた日本史を物質文化の面から復元することを目指してい
ます。発掘調査など考古学研究、年代測定や産地推定など自然科学分析をも含めた学際的な研
究姿勢によって、日本歴史研究をともに学んでいくことを希望しています。

■ 生年：1960年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（総合研究大学院大学）
■ 専門分野：考古学、日本先史学（縄紋時代・弥生時代）、近世考古学、文化財科学（年代測定）
■ �担当科目：�日本考古学演習Ａ・B、日本考古学特殊研究A・B

■ 著書・論文・特許：
　●『縄紋社会研究の新視点 ─炭素14年代測定の利用─』六一書房、2004年。　
　●（共編著）『縄文研究の新地平 ─勝坂から曽利へ─』（考古学リーダー 6）、六一書房、2005年。
　● （共著）『近世・近現代考古学入門「新しい時代の考古学」の方法と実践』（鈴木公雄ゼミナール）、慶応義塾大学出版会、

2007年。
　●（編著）『縄文時代のはじまり─愛媛県上黒岩遺跡の研究成果─』（第58回歴博フォーラム）、六一書房、2008年。
　●（編著）『縄文研究の新地平（続）～竪穴住居・集落調査のリサーチデザイン～』（考古学リーダー 15）、 六一書房、2008年。
　●『縄紋文化のはじまり─上黒岩岩陰遺跡─』（遺跡を学ぶ70）、新泉社、2010年。
　●『発掘で探る縄文の暮らし─中央大学の考古学─』（125ライブラリー）、中央大学出版部、2011年。
　●（共編著）『縄文はいつから!?地球環境の変動と縄文文化＜増補＞』新泉社、2012年。
　●『縄紋時代の実年代講座』同成社、2019年。
■ 学会・学外等の活動：日本考古学協会、日本文化財科学会、日本AMS研究協会、中央史学会
■ 研究内容のキーワード：日本考古学、縄紋土器、集落研究、炭素14年代、物質文化、近世考古学
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●南西関東地方における縄文時代後期初頭土器群の様相─称名寺式土器群の成立と展開に関する考察─
　● 南西関東における縄紋中期後葉連弧文土器の文様割付の検討─相模野台地・鶴見川流域・多摩丘陵・武蔵野台地を中

心に─
　●西日本における縄文時代貝塚の出現と形成に関する研究

	 こ	 ばやし	 	 けん	 いち

小林　謙一 教　授・博士（文学）（総合研究大学院大学）　

■ �メッセージ：前期は論文講読を、後期は史料講読を行います。他の学問からの厳しい批判に晒
されている歴史学の現状を見据えた上で、自身の研究にそれをフィードバックし、史料や先行
研究と格闘することによって、オリジナリティ溢れる研究成果を公表する。そんな大学院生を
育てたいと念願しています。研究対象は、どの分野でもかまいませんが、なぜ歴史を研究する
のか自分なりに考えている大学院生を望みます。

■ 生年：1953年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（中央大学）
■ 専門分野：日本中世民衆生活史、村落史、家族史
■ 担当科目： 日本中世史演習ⅠＡ・B、日本中世史特殊研究A・B

■ 著書・論文・特許：
　●（編著）『古文書の伝来と歴史の創造』高志書院、2020年。
　●（共著）『民衆と天皇』高志書院、2014年。
　●『家と村社会の成立』高志書院、2011年。
　●（編著）『禁裏領山国荘』高志書院、2009年。
　●『苗字と名前の歴史』（歴史文化ライブラリー）、吉川弘文館、2006年。
　●（共著）『村の戦争と平和』（日本の中世12巻）、中央公論新社、2002年。
　●『日本中世の氏・家・村』校倉書房、1997年。
■ 学会・学外等の活動：歴史学研究会、日本史研究会、史学会、中央史学会理事、比較家族史学会理事
■ 研究内容のキーワード：家、宮座、人名、村社会、山国荘
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●中世後期の開発・環境と地域社会（学位論文）
　●戦国期境目地域と大名権力（学位論文）
　●中近世における「自治」の変容と権力（学位論文）

	さか	 た	 	 さとし

坂田　聡 教　授・博士（史学）（中央大学）　
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日本史学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。日本史学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：歴史像の構築にあたり、複眼的・多角的視座を重視し、多面的・立体的に歴史を描けるような素養を磨くこ
とを目指しています。そのためには、専門性を究めるとともに、広い視野を持ち合わせることが重要です。授業においても、
さまざまな可能性を見据えながら真実を見極める目を養い、客観的な判断を下して史実を復元する思考を身につけられる
よう心掛けております。

■ 生年：1965年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（東北大学）
■ 専門分野：中世政治史、東北中世史、中世系図論、古記録写本研究
■ 担当科目： 日本古代史演習ⅠＢ、日本政治史演習ⅠＡ・B、日本古代史特殊研究Ｂ、日本政治史特殊研究ⅠA・B
■ 著書・論文・特許：
　●『中世の王朝社会と院政』吉川弘文館、2000年。
　●「中世古系図に見る公家と武家」『中世武家系図の史料論　下巻』（峰岸・入間田・白根編）高志書院、2007年。
　●『室町幕府と東北の国人』（東北の中世史３、編著）吉川弘文館、2015年。
　●「東北大学附属図書館狩野文庫所蔵『台記』の初歩的考察」『中央史学』第42号、2019年。
　●「『台記』保延二年記の基礎的考察」『中央史学』第43号、2020年。
■ 学会・学外等の活動：中央史学会、東北史学会、日本古文書学会、日本歴史学会、宮城歴史資料保全ネットワーク
■ 研究内容のキーワード：院政、公武関係、奥羽地方（陸奥・出羽）、古系図、古記録
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●後白河院政の諸段階
　●鎌倉幕府の遠国支配と領域編成─東北・九州への展開─
　●後鳥羽上皇と承久の乱の目的

	しら	 ね	 	 やす	 ひろ

白根　靖大 教　授・博士（文学）（東北大学）　

■ �メッセージ：私は村・地域社会に視点を据えて日本近世史の研究をしています。そのため、演
習等で取り上げる素材も自ずと地域史料が多くなるかと思います。しかし、大学院生には自由
な角度からの研究を期待しています。村落史・地域史に限らない多様なテーマに関心を持つ
人たちが集まって議論ができればうれしいです。また、学会参加、史料調査、研究合宿など教
室外での活動にも重点を置きたいと思っています。

■ 生年：1966年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（歴史学）（名古屋大学）
■ 専門分野：歴史学、日本近世史
■ 担当科目： 史料管理学研究、日本近世史演習ⅠＡ・B、日本近世史特殊研究A・B、史料学特殊研究

■ 著書・論文・特許：
　●「幕末千曲川の治水と地域社会」『中央大学文学部紀要・史学』65号、2020年。
　●「東信濃幕府領の天保飢饉」『中央大学文学部紀要・史学』64号、2019年。
　● 「信濃国中之条代官所陣屋元の寺子屋幸民堂」『地域史研究の今日的課題』（中央大学人文科学研究所編）中央大学出版部、

2018年。
　● 「近世北信濃の地主小作関係と代役・村引」『中央大学文学部紀要・史学』61号、2016年。
　●「慶応二年信州中之条代官所の米穀調達活動」『中央大学文学部紀要・史学』59号、2014年。
　●『近世幕領地域社会の研究』校倉書房、2005年。
■ 学会・学外等の活動：
　信濃史学会、地方史研究協議会、中央史学会、日本史研究会、歴史学研究会、ほか
■ 研究内容のキーワード：
　近世村落史、地域社会論、幕領論、地域と災害
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●近世後期関東譜代藩領国の研究
　●近世後期における旗本家の財政政策と知行所村　─1400石旗本高家長沢氏を事例に─
　● 近世中後期の流作場の研究─相模川を中心に─

	やま	 ざき	 	 けい

山崎　圭 教　授・博士（歴史学）（名古屋大学）　
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23CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

日
本
史
学

3 校

■ �メッセージ：日本中世を中心とした自然と人との関係に関する研究として開発・環境史を、ま
た人と人との関係に関する研究として武士団の由緒論を専攻しています。史料を実証的に読
み込み考察する研究者の基本とともに、問題意識を持ち研究に取り組む姿勢を大切にして授業
を行いたいと思います。特に、地域の歴史文化の観点から現代社会の様々な課題に向き合い、
研究の成果を還元する、地域と結び付いた歴史学研究をめざす大学院生を歓迎します。

■ 生年：1974年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（中央大学）
■ 専門分野：日本中世史（開発・環境史、武家由緒論）
■ 担当科目： インターンシップ（博物館実務研修）、日本中世史演習ⅢＡ・B、日本中世史特殊研

究A・B
■ 著書・論文・特許：
　● 「中近世移行期の土豪と地域社会─甲斐国を事例として─」『人民の歴史学』224号、2020年。
　● 「戦国期東国の地域社会と水資源」『歴史学研究』990号、2019年。
　●（編著）『甲斐源氏　武士団のネットワークと由緒』、戎光祥出版、2015年。
　●�「甲斐源氏─東国に成立した もう一つの『政権』─」『中世の人物 京・鎌倉の時代編　第二巻　治承～文治の内乱と鎌倉

幕府の成立』（野口実編）、清文堂出版、2014年。
　●『中世後期の開発・環境と地域社会』、高志書院、2012年。
　●「戦国期における川除普請と地域社会─甲斐国を事例として─」『歴史学研究』889号、2012年。
■ 学会・学外等の活動：�中央史学会、日本史研究会、歴史学研究会、八王子市文化財保護審議会委員、甲府市文化財調査審議

会委員
■ 研究内容のキーワード：治水と利水・山野の生業・武士団・武田家・富士山

	にし	 かわ	 	 こう	 へい

西川　広平 准教授・博士（史学）（中央大学）

■ �メッセージ：近年、アーカイブズの進展にともない、国内外の史料へのアクセスが格段に向上
しています。日本近現代史の研究においても、そうしたツールを活用しながら様々な史料に目
を通し、自身の研究テーマについて多角的な視点から考察することが不可欠です。授業では、
論文講読や研究発表により各自の研究の精度を高めるとともに、近現代史研究のためのアーカ
イブズの利活用等についても皆さんと一緒に考えていきます。

■ 生年：1979年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（中央大学）
■ 専門分野：日本近現代史、アーカイブズ学
■ 担当科目： 記録史料学研究Ａ・B、日本近代史演習ⅠＡ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「公害資料の収集と解釈における論点」『環境と公害』第50巻第3号、2021年。
　● 「近現代日本の公害史研究と公害関係資料」『大倉山論集』第66輯、2020年。
　● 「大正から昭和初期大阪の社会問題と大原社会問題研究所─工場問題を中心として─」『大原社会問題研究所雑誌』第

724号、2019年。
　● （共訳）『レコード・マネジメント・ハンドブック─記録管理・アーカイブズ管理のための─』日外アソシエーツ、2016年。
　● 「日本のアーカイブズ界における「環境アーカイブズ」の位置」『大原社会問題研究所雑誌』第694号、2016年。
■ 学会・学外等の活動：�中央史学会、日本アーカイブズ学会、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、全国大学史資料協議会、

公害資料館ネットワーク�
■ 研究内容のキーワード：公害史、公害資料館、大学史、大学アーカイブズ、公文書館

	 し	 みず	 	 よし	 ひと

清水　善仁 准教授・博士（史学）（中央大学）
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日本史学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。日本史学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：江戸時代末期から近現代にかけてのさまざまな問題に関心を持っています。特に、
史料群の作成・伝来・編纂・利用のあり方にこだわりながら、明治維新期を中心とした近代前
半の政治・社会・地域の研究に取り組んできました。ゼミでは、現在を射程に入れながらも、
史料に基づいた幅広い視野からの議論ができれば、と思います。

■ 生年：1982年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（中央大学）
■ 専門分野：日本近代史、アーカイブズ学
■ 担当科目：日本近代史演習ⅡＡ・B、日本近代史特殊研究A・B

■ 著書・論文・特許：
　●「地域における明治維新の記憶と記録」（『日本史研究』679、2019年）
　● 『天皇陵と近代─地域の中の大友皇子伝説─』平凡社、2018年。
　● 「近代日本における災害のアーカイブズ化─行政組織による「災害誌」編纂事業─」『国文学研究資料館紀要　アーカイ

ブズ研究篇』13、2017年。
　● 『戊辰内乱期の社会─佐幕と勤王のあいだ─』思文閣出版  2015年。
　● 『国葬の成立─明治国家と「功臣」の死─』勉誠出版、2015年。
■ 学会・学外等の活動：�地方史研究協議会、中央史学会、日本アーカイブズ学会、明治維新史学会、歴史学研究会ほか
■ 研究内容のキーワード：明治維新、戊辰内乱、公葬、記憶、記録管理、天皇
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●多摩郡小野路村小島家の活動と思想─明治元年の『博愛堂蔵書目録』を手がかりに─
　●日米関係における人種・移民問題と日本の対米認識の変遷過程の研究
　●中等諸学校の校友・同窓会の宗教・政治活動─校友・同窓会雑誌を中心に─

	みや	 ま	 	 じゅん	いち

宮間　純一 准教授・博士（史学）（中央大学）
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東洋史学専攻　専任教員

CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

東
洋
史
学

東洋史学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：様々な民族の活動の舞台であり、多様な文化の交錯する場であった中央ユーラシ
アは、世界史上、重要な役割を果たしてきました。また、近年はソ連の崩壊と中央アジア諸国
の独立、中国とこれら国家を軸とする「シルクロード経済圏」構想など、注目を集めています。
この地域について、可能な限り一次史料を用いつつ、実証的な歴史研究を進展させることを目
指しております。とくに近年は、地域に即した研究姿勢が重要になっており、そういった面に
十分に留意したいと考えます。

■ 生年：1958年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位修得退学
■ 専門分野：中央ユーラシア史
■ 担当科目：�中国近世史特講Ａ・B、中央ユーラシア史演習Ａ・B、中央ユーラシア史特講Ａ・B、中

国近世史演習Ａ・B、中央ユーラシア史特殊研究Ａ・B 
■ 著書・論文・特許：
　● “The History of the Mausoleum of the Ashab al-kahf in Turfan,” Memoirs of the Research Department of the Toyo 

Bunko, No.61, Tokyo: Toyo Bunko （Oriental Library）, 2004, pp.83-104.
　●Xinjiang in the Context of Central Eurasian Transformations, Tokyo: Toyo Bunko, 2018 （共編著）
■ �学会・学外等の活動： 内陸アジア史学会（常任理事）、日本中央アジア学会（理事）、（財）東洋文庫・研究員
■ 研究内容のキーワード：中央アジア、ウイグル、新疆
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●清代回部王公に関する研究
　●中華民国期におけるウイグル人の教育・文化的活動
　●中華民国期における政府と回民知識人・回民社会の関係に関する研究

	しん	 めん	 	 やすし

新免　康 教　授　

■ �メッセージ：官僚が身につける衣服やアクセサリー（とくに印章）の制度から、漢唐間の官僚
機構の構造や位階制度の変遷について考えています。湖南省出土簡牘を利用した江南の社会
経済史研究や、門闕動物像による東西文化交流史の再検討なども行っています。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了　博士（文学）（東

京大学）
■ �専門分野：漢唐間の官制・礼制、漢六朝江南の社会・経済、門闕動物像の世界史
■ 担当科目：中国古代史演習Ａ・B、中国古代史特講Ａ・B、中国古代史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「門闕動物像の左右配置に関する基礎的考察─獅子像の雌雄の問題を中心に─」『中央大学文学部紀要』（史学）第65号、

2020年。
　●「“吏潘羜李珠市布”考」『長沙簡帛研究国際学術研討会論文集』、中西書局、2017年。
　●「魏晋南北朝皇帝璽窺管─玉璽・金璽と「伝統」の虚像─」『中央大学アジア史研究』第41号、2017年。
　●「周漢間君臣秩序再論」『漢晋時期国家与社会論集』、広西師範大学出版社、2016年。
　●「漢初天下秩序考論」『史林揮麈─紀念方詩銘先生学術論文集』、上海古籍出版社、2015年。
■ 学会・学外等の活動：�『史学雑誌』編集委員、中国出土資料学会理事、東方学会学術委員、中国魏晋南北朝史学会海外名誉

理事
■ 研究内容のキーワード：官僚機構、衣服制、印章、長沙呉簡、門闕動物像
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●前漢期における県長吏の任用・昇進方法の変化について
　●「東アジア」の視点からの授業実践─「調」の比較を中心に─
　●中華の多元性に関する一試論─ 三星堆出土の大型銅神樹を手がかりとして─

	 あ	 べ	 	 ゆき	 のぶ

阿部　幸信 教　授・博士（文学）（東京大学）　
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東洋史学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。東洋史学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：中国都市史を研究テーマにしていますので、中国各地の都市の現地調査と文献資
料の読解とを組み合わせて、研究を進めています。

　 文献の偏った叙述の中から、現地調査の経験をもとに、全体的な歴史像を復元する道をさぐる
ことが、年来のテーマです。

　 さまざまな研究課題をもつ優れた国内外の院生がゼミに集まっており、ゼミはいつも刺激に富
んでいます。研究室の蔵書も豊富で、よく整理されています。この恵まれた環境を生かし、院
生とともに切磋琢磨していきたいと願っています。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：修士（大阪大学）
■ 専門分野：中国都市史
■ 担当科目： 中国中世史演習Ａ・B、中国中世史特講Ａ・B、中国中世史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『長安の都市計画』（単著、講談社、2001年、韓国語版2006年、中国語版2012年）
　●『グローバル・ヒストリー』（単著、中央大学出版部、2018年）
　●『隋唐長安与東亜比較都城史』（単著、西北大学出版社、2019年）
　●『アフロ・ユーラシア大陸の都市と社会』（編著、中央大学出版部、2020年）
　● Routledge Handbook of Imperial Chinese History, London and New York: Routledge, 2018.（共著）
■ �学会・学外等の活動：東洋文庫兼任研究員、橿原考古学研究所共同研究員、東方学会評議員
■ 研究内容のキーワード：都市、環境、農業-遊牧境界地帯、長安、洛陽
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「曹魏王朝成立史の研究」（2014年博士）
　●「北魏洛陽の基礎的研究」（2012年博士）
　●「五代十国時代」における王権の諸相―華北と華中を中心に―（2011年修士）

	 せ	 お	 	 たつ	 ひこ

妹尾　達彦 教　授　

■ �メッセージ：フランス領インドシナ連邦時代のカンボジア保護王国におけるフランス統治政
策の実態と現地の政治的・社会的な変化について研究を行っています。90年間におよぶフラ
ンスの支配がカンボジア社会にどのような影響を与えたのか、文献資料を通して明らかにした
いと考えています。

■ 生年：1963年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（中央大学）
■ 専門分野：東南アジア近現史
■ 担当科目： 東南アジア史演習A・B、東南アジア史特講A・B、東洋文化特講Ａ・B、東南アジ

ア史特殊研究Ａ・B�

■ 著書・論文・特許：
　●「ASEAN経済共同体の構築にむけて」『国際学のすすめ』東海大学出版会、2013年。
　●「第二次世界大戦期のカンボジアと日本」東海大学教養学部『紀要』第45号、2015年。
　●「1960年代カンボジアの政治体制と社会変化」東海大学教養学部『紀要』第47号、2017年。
　●「インドシナ半島の近現代」アルボムッレ・スマナサーラ編著『ブッダの聖地2』所収、サンガ、2020年。
　●「内戦と文化政策」新免康編著『ユーラシアにおける移動・交流と社会・文化変容』所収、中央大学出版会、2021年。
■ �学会・学外等の活動：�東南アジア学会、アジア教育史学会（理事）、上智大学アジア人材養成研究センター客員教授
■ 研究内容のキーワード：東南アジア大陸部、カンボジア、フランス統治期、政治社会史、官僚制
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「植民地期台湾におけるハンセン病に対する認識の変化」
　●「現代韓国美容整形考」

	たか	 はし	 	 ひろ	 あき

高橋　宏明 教　授・博士（史学）（中央大学）　
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27CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

東
洋
史
学

3 校

■ �メッセージ：イスラーム史研究を行うためにはアラビア語の史料を正確に、網羅的に読む能力
を身につけなければならない。このため、アラビア語の史料を読む力を十分身に付け、研究を
深めていくことを旨とした指導を行う。多様な観点からの個性的な研究を期待する。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（中央大学）
■ 専門分野：中東イスラーム史
■ 担当科目： イスラーム史演習Ａ・B、イスラーム史特講Ａ・B、イスラーム史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「中世エジプトにおけるイスラーム政権とズィンミー（コプト教会）（ナイル川流域）」、三代川寛子（編著）、『東方キリ

スト教諸教会─基礎データと研究案内』、上智大学アジア文化研究所イスラーム地域研究機構、2012/３。
　● 「コラム（1）シナイ半島の聖カテリーナ修道院（コプト教会）（ナイル川流域）」、三代川寛子（編著）、『東方キリスト教諸

教会─基礎データと研究案内』、上智大学アジア文化研究所イスラーム地域研究機構、2012/ ３。
　● 「サラディンの稀有で至高の歴史その１/バハー・アッディーン・イブン・シャッダード著（ユーラシア大陸西部・アフ

リカ大陸）」、中央大学人文科学研究所（編）、『アフロ・ユーラシア大陸の都市と国家』、中央大学出版部、2014/ ３。
　●『聖カテリーナ修道院文書の歴史的研究』中央大学出版部、2010年。
　●『サラディン』世界史リブレット人024山川出版社、2015年。
■ 学会・学外等の活動：日本中東学会、地中海学会、日本イスラム協会、日本オリエント学会
■ 研究内容のキーワード：イスラーム、エジプト、マルムーク朝、アラビア語古文書、ズィンミー
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「イブン・アルアシュアスの反乱に関する考察」
　●「ウマイヤ朝カリフとイラク総督　─初期イスラーム史料におけるウマイヤ朝史叙述の研究─

	まつ	 だ	 	 とし	 みち

松田　俊道 教　授・博士（史学）（中央大学）　
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西洋史学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。西洋史学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：授業は、アッシリア学の基礎である、シュメール語とアッカド語のテキスト講読
を主体とします。そうした古代言語を習得しながら、それらを使用した人々の歴史、社会、文化、
宗教等を学びます。

■ 生年：1958年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph.D.（シカゴ大学）
■ 専門分野：アッシリア学
■ 担当科目：�西洋古代史演習ⅠA・B、西洋古代史演習ⅡA・B、西洋古代史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● “Argument Structure of Sumerian Verbs II: The Transitive-Ditransitive Alternation,” Babel and Bibel（published 

by the Russian State University for Humanities）4/2, 2010.
　● “An Early Dynastic Tablet in Ancient Oriento Museum, Tokyo,” 『古代オリエント博物館研究紀要』　31号、2011年。
　● 「ギルガメシュ叙事詩とギリシア文学」　中央大学人文科学研究所編　『英雄詩とは何か』　中央大学出版部、2011年。
　● “Hypotactic and Paratactic Complementation in Sumerian ditilla Texts,” in From the 21st Century B.C. to the 21st 

Century A.D.: Proceedings of the International Conference on Sumerian Studies Held in Madrid 22-24 July 2010, ed. 
by S. Garfinkle and M. Molina, Winona Lake（Indiana）, Eisenbrauns, 2013.

　● “Nonfinite Clauses in Gudea Cylinder B, Revisited,” in La famille dans le Proche-Orient ancient: réalités, symbolisms, 
et images: Proceedings of the 55th Rencontre Assyriologique Internationale at Paris 6-9 July 2009, ed. by L. Marti, 
Winona Lake（Indiana）, Eisenbrauns, 2014.

■ 学会・学外等の活動：日本オリエント学会、American Oriental Society、The International Association for Assyriology
■ 研究内容のキーワード：古代メソポタミアの言語、神話、文学、歴史
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 新アッシリア時代における“sacred tree”について　─図像学的様式を中心に─
　● キュロス･シリンダーに見る歴史記述
　● 古代イスラエルの王国史研究における史料としての列王記の再考　─ソロモンの王国に関する記述の史実性の問題に

関連して─

	から	 はし	 	 ふみ

唐橋　文 教　授・Ph.D.（シカゴ大学）　

■ �メッセージ：これまでイギリス近代における科学・技術と社会の複層的な関係を探究してき
ました。特にグリニッジ天文台の活動を対象として、「時間」と「空間」の精密な計測・把握・
管理・支配が、社会の変化や帝国形成に果たした意義を考察しています。また、ヨーロッパ近
代において時間に付与された諸価値を解明することを試みています。今後は、講義や演習など
を通じて、皆さんと一緒に研究テーマをさらに広げていきたいと願っています。

■ 生年：1982年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：一橋大学大学院社会学研究科歴史社会研究専攻・博士（社会学）
■ 専門分野：イギリス近代史
■ 担当科目： 西洋近代史演習ⅠA・B、西洋近代史演習ⅡA・B、西洋近代史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 『経度の発見と大英帝国』（三重大学出版会、2010年）
　● 「19世紀イギリスにおける標準時の普及とその社会的影響──グリニッジ時報サービスを事例に」『社会経済史学』79 

(4)、2014年。
　● “In Pursuit of Accurate Timekeeping: Liverpool and Victorian Electrical Horology,”Annals of Science, 71 (4), 2014
　● “‘A Place for Managing Government Chronometers’: Early Chronometer Service at the Royal Observatory 

Greenwich,”The Mariner's Mirror, 99 (1), 2013
　● “Constructing the‘automatic’ Greenwich Time System: George Biddell Airy and the distribution of time, c. 1852-

1880,”The British Journal for the History of Science, 53 (1), 2020
■ 学会・学外等の活動：日本西洋史学会、科学史学会、社会経済史学会、ヴィクトリア朝文化研究学会、化学史学会
■ 研究内容のキーワード：イギリス、科学技術と社会、時間意識、地図・測量の歴史
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ヴィクトリア時代のテムズ川の表象

	いし	 ばし	 	 ゆう	 と

石橋　悠人 教　授・博士（社会学）（一橋大学）　
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29CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

西
洋
史
学

3 校

■ �メッセージ：中世史で論文を書く大学院生は、ラテン語史料を読解する能力を養うとともに、
史料の背後にある社会を理解するための技術を習得することが必要となる。

　 ラテン語の文法能力を養うとともに、史料に使われている特殊な用語や記号などについての知
識を得てほしい。

　さらに最新の研究動向を把握し、欧文で論文を書くことも目標の一つにして欲しい。
■ 生年：1959年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（上智大学）
■ 専門分野：西欧中世史
■ 担当科目： 西洋中世史演習ⅠA・B、西洋中世史演習ⅡA・B、西洋中世史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『欧州百鬼夜行抄』原書房、2002年。
　●『12世紀の修道院と社会　改訂版』、原書房、2005年。
　●『ヨーロッパ修正の修道院文化』NHK出版、2006年。
　●「中世修道院の七霊譚─死者が語る生者への教訓」『西洋史学』第183号、1996年。
　●Cluny and the Secular Society,『紀要』中央大学文学部、2004年。
　●パトリック・ギアリ著『死者と生きる中世』（翻訳）、白水社、1999年。
■ 学会・学外等の活動：日本西洋史学会、歴史学研究会、中世哲学会、史学会
■ 研究内容のキーワード：中世、修道院、地域社会、儀礼、寄進
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●異端ローザンヌのアンリへの対応から見る12世紀前半の教会
　●「アングロ・ノルマン期」イングランドにおける修道院と聖人
　●ポストカロリング期アイヒシュテット司教区における王権・司教・修道院

	すぎ	 ざき	 	 たい	 いち	 ろう

杉崎　泰一郎 教　授・博士（史学）（上智大学）　

■ �メッセージ：専門はドイツ近世（おもに18世紀）史で、「広義の軍事史」を中心的な研究テーマ
にしています。広義の軍事史とは、軍隊や戦争といった事象を国家や社会との関連から問う研
究で、比較的新しい（ということは、なお多くの可能性を秘めた）研究領域です。大学院の授業
では、ドイツ語の文献を正確に読み、理解する力を養うだけでなく、資料の収集と分析、報告、
論評といった学術の基礎訓練にも重心を置きます。

■ 生年：1967年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（史学）（中央大学）
■ 専門分野：ドイツ近世史
■ 担当科目： 西洋近世史演習ⅠA・B、西洋近世史演習ⅡA・B、西洋近世史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『ヨーロッパの傭兵』、山川出版社、2003年。
　●『広義の軍事史と近世ドイツ─集権的アリストクラシー・近代転換期』、彩流社、2014年。
　●「若きクネーゼベックと啓蒙」『軍事史研究』50巻2号、2014年。
　●「連隊簿からみた近世プロイセン軍隊社会」『中央大学文学部紀要』（史学）（上）62号、2017年、（下）64号、2019年。
　●「ラウクハルトとプロイセン軍」『ヨーロッパ文化史研究』19号、2018年。
■ 学会・学外等の活動： 日本西洋史学会、法文化学会、戦略研究学会
■ 研究内容のキーワード：ドイツ、軍事史、戦争、啓蒙、革命と改革
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「市民的軍国主義」再考
　●1870年代ドイツの自由主義政党と文化闘争
　●ブランデンブルク選帝侯国と外交儀礼

	すず	 き	 	 ただ	 し

鈴木　直志 教　授・博士（史学）（中央大学）　
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30

西洋史学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。西洋史学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：西洋史基礎演習では、研究方法、西洋史の新しい視点、資料の使い方、書評の仕
方などを学びます。毎年、多様な研究テーマを持つ学生が集まるので、分野を超えた共通の問
題、他分野の研究動向などを広く身に付ける事を目的とします。後期は、院生間の討論などに
よって、論の立て方、資料の使い方、発表の仕方などをお互いに切磋琢磨する事を目標として
います。西洋現代史演習では、北米史に関して、テーマをしぼって研究書（英語）を読みます。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：京都大学文学博士
■ 専門分野：アメリカ史・ジェンダー・人種
■ 担当科目：��西洋現代史演習A・B、西洋史基礎演習ⅠA・B、西洋史基礎演習ⅡA・B、西洋現

代史特殊研究Ａ・B
■ 著書・論文・特許：
　●『創られるアメリカ国民と「他者」』（東京大学出版会、2007年）
　●長野ひろ子・松本悠子編著『経済と消費社会』（ジェンダー史叢書６巻）（明石書店、2009年）
　●栗屋利江・松本悠子編著『人の移動と文化の交差』（ジェンダー史叢書７巻）（明石書店、2011年）
　●�“Americanization�and�Beika”in�Yasuko�Takezwa�et,�al�eds,�Trams-Pacific Japanese American Studies�（University�

of�Hawai‘i�Press�2016）
　●�“Community�Building�in�Harlem:�The�New York Age�in�the�1910s”The Japanese Journal of American Studies,�No,�

31（2020）
　●「第一次世界大戦下フランスにおける労働・人種・ジェンダー」中央大学経済研究所『年報』第52号（2020年9月）
　●アメリカ学会『アメリカ文化事典』（丸善出版、2018年）─編集委員長として
■ 学会・学外等の活動：西洋史学会、アメリカ学会、アメリカ史学会、ジェンダー史学会
■ 研究内容のキーワード：アメリカ、人種、ジェンダー、消費、ナショナリズム、米仏比較
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●不法移民と1986年法
　●マーガレット・サンガー
　●1960年代のアメリカ保守主義
　●アジア系アメリカ人、アジア系カナダ人

	まつ	 もと	 	 ゆう	 こ

松本　悠子 教　授・京都大学文学博士　
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哲学専攻　専任教員

CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

哲
　
学

哲学専攻　専任教員

3 校

　

■ �メッセージ：「百聞は一見に如かず」。手垢にまみれた通説・学説を鵜呑みにせずに、自分の力
で一次文献（初版、全集、手稿）を紐解くことが、哲学の真理探究の上でも、思想史研究の上で
も大切です。その上で、哲学的思考の源泉となる社会的、知的、人的文脈などにも目を配り、
自分（極東Far Eastの日本で、明治期以降に「哲学」を学んでいる系統の者です）の足元を自覚
していくことも、日本で哲学をしていく上で大事だと考えています。

■ 生年：1974年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（人間・環境学）（京都大学）
■ 専門分野：英米系哲学、科学史・科学哲学
■ 担当科目： 西洋近世哲学研究ⅠＡ・B、西洋近世哲学研究ⅡＡ・B、西洋近世哲学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『原子論の可能性』（共著）、法政大学出版局、2018年。
　●『科学と文化をつなぐ』（共著）、東京大学出版会、2016年。
　●『科学技術をよく考える クリティカルシンキング練習帳』（共著）、名古屋大学出版、2013年。
　●『ダーウィンと進化論の哲学』（日本科学哲学会編・共著）、勁草書房、2011年。
　●Studies on Locke: Sources, Contemporaries, and Legacy （共著）, Springer-Kluwer, 2008.
■ �学会・学外等の活動： 日本イギリス哲学会、日本哲学会（編集委員）、日本科学哲学会、ディベート教育国際研究会（論集編

集委員）、日本地球惑星科学連合（科学論セッションコンビーナ）
■ �研究内容のキーワード： イギリス経験論、 啓蒙主義、 科学哲学、 地球惑星科学、 クリティカルシンキング
 

	あお	 き	 	 しげ	 ゆき

青木　滋之 教　授・博士（人間・環境学）（京都大学）

　

■ �メッセージ：日本人ほど自文化に無自覚な国民は世界にも無いと思われます。「日本の思想に
は体系性・論理性・普遍性が欠如しており、深く考えるに及ばない」という根深い誤解がある
のではないでしょうか。その反動として近年ではエスノセントリズム・レイシズムの色彩の
強い日本論・日本人論が跋扈しています。かかる状況を打開すべく、隣接諸分野の研究成果や
方法なども目配りしつつ、日本の思想、精神の歴史を学んでいきましょう。

■ 生年：1974年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（文学）（東北大学）
■ 専門分野：日本思想史、精神史、文化史、政治思想史
■ 担当科目： 日本倫理思想研究ⅠＡ・B、日本倫理思想研究ⅡＡ・B、日本倫理思想特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『近世王権論と「正名」の転回史』、御茶の水書房、2012年。
　●「吉野作造の中国論─対華二十一ヶ条からワシントン会議まで─」、『吉野作造研究』第14号、2018年。
　●「後期水戸学における思想的転回─会沢正志斎の思想を中心に─」、『日本思想史学』39号、日本思想史学会、2007年。
　●「18・19世紀における女性天皇・女系天皇論」、『SGRAレポート』90号、関口グローバル研究会、2020年。
　●「新井白石と『政治』」『徳川社会と日本の近代化』（笠谷和比古編）、思文閣出版、2015年。
■ �学会・学外等の活動： 日本思想史学会（評議員・総務委員）、日本文芸研究会（常任運営委員）、中国社会文化学会、奈良県

立大学ユーラシア研究センター思想史研究会委員、石巻・カワノカミプロジェクト運営委員
■ �研究内容のキーワード： 日本思想史、 日本精神史、 日本文化史、 新井白石、 国体論
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●近世末期の高尾山薬王院門末の研究─門末の住職の就任・退任を中心に─
　●暴力と和解─「和解の暴力性」の哲学的考察と暴力への「抵抗」に関する試論─
 

	おお	 かわ	 	 まこと

大川　真 教　授・博士（文学）（東北大学）
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哲学専攻　専任教員哲学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。哲学専攻　専任教員哲学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：あくまで古典語文法・古典文献学に則した周到かつ正確なテキスト分析とその
読解に基づきながら、そこに伏在している著者の思索を哲学的に再構成できるところまでたど
り着けるよう目指す。そのためにも、プラトンとアリストテレスの主要著作を常に補完し合う
ような形で並行して読み進める一方で、古代後期から中世初期にかけての両哲学とキリスト教
思想との相互影響史的な研究にも力を注ぎたい。

■ 生年：1953年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：上智大学哲学研究科博士後期課程満期退学
■ 専門分野：古代・中世哲学、教父学、倫理学
■ 担当科目： 西洋古代中世哲学研究ⅠＡ・B、西洋古代中世哲学研究ⅡＡ・B、西洋古代中世哲学

特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『教父と哲学─ギリシア教父哲学論集─』、知泉書館、2019年。
　● 『善く生きることの地平─プラトン・アリストテレス哲学論集─』、知泉書館、2016年。
　●Christians Shaping Identity from the Roman Empire to Byzantium（共著）, Brill, 2015.
　●『アリストテレス全集12　小論考集』（共訳）、岩波書店、2015年。
　●Ｒ．ハーストハウス『徳倫理学について』、知泉書館、2014年。
■ �学会・学外等の活動： 日本哲学会、日本倫理学会、中世哲学会（理事、編集委員長）、東方キリスト教学会（理事、編集委員）、

新プラトン主義協会（理事）
■ 研究内容のキーワード：プラトン、アリストテレス、ギリシア教父、ウーシア、徳倫理学（virtue ethics）
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●アリストテレス『詩学』における「カタルシス」研究
　●アリストテレス『霊魂論』における感覚論研究
　●R・ハーストハウス『徳倫理学について』における感情の意義
 

	つち	 はし	 	 しげ	 き

土橋　茂樹 教　授　

■ �メッセージ：ウィトゲンシュタイン、ホワイトヘッド、ベルクソンを専門に研究しています。
テーマとしては、時間論、言語論となります。最近は、西田幾多郎やルドルフ・シュタイナー
を集中的に読んでいます。西田の「絶対無」という概念を、世界の基盤に据えて、すべてを考え
直していきたいと思っています。

■ 生年：1958年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：中央大学大学院文学研究科博士課程後期満期退学
■ 専門分野：西洋現代哲学
■ 担当科目： 西洋現代哲学研究ⅠＡ・B、西洋現代哲学研究ⅡＡ・B、西洋現代哲学特殊研究A・B

■ 著書・論文・特許：
　●『西田幾多郎の哲学=絶対無の場所とは何か』（講談社）2019年。
　●『落語─哲学』（亜紀書房）2018年。
　●『ウィトゲンシュタイン『哲学探究』入門』（教育評論社）2014年。
　●『ベルクソン＝時間と空間の哲学』（講談社）2014年。
　●『ウィトゲンシュタイン　ネクタイをしない哲学者』（白水社）2009年。
　●『ホワイトヘッドの哲学』（講談社）2007年。
■ 学会・学外等の活動：日本ホワイトヘッド・プロセス学会、西日本哲学会他
■ 研究内容のキーワード：ウィトゲンシュタイン、ホワイトヘッド、ベルクソン、西田幾多郎、ルドルフ・シュタイナー、時

間、言語
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●『過程と実在』におけるホワイトヘッド宇宙論の構造　─二種類の「分析」と「直観」─
　●アスペクト知覚について
　●ベルクソン哲学における物質論について

	なか	 むら	 	 のぼる

中村　昇 教　授　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

哲
　
学

3 校

■ �メッセージ：諸生と為りて三十年、未だ嘗て一日も経を読まずんばあらず。偶たま一得有らば
筆に従ひて記録し、間ま他説有らば亦た之を附益す。歳月既に多く、巻帙遂に富む。──こう
いう人とも対話できるようになりましょう。

■ 生年：1963年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：�北海道大学大学院文学研究科博士後期課程東洋哲学専攻単位取

得退学
■ 専門分野：中国哲学
■ �担当科目：�中国哲学研究ⅠＡ・B、中国哲学研究ⅡＡ・B、中国哲学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「清代漢学者の経書解釈法」『漢学とは何か─漢唐および清中後期の学術世界』（共著）アジア遊学249、勉誠出版、2020年。
　●『年号と東アジア─改元の思想と文化』（主編）八木書店、2019年。
　● 「江戸時代初期の改元難陳における経学的要素」『中央大学文学部紀要（哲学）』61、2019年。
　●『日本漢学珍稀文献集成（年号之部）』全5冊、（共編）上海社会科学院出版社、2018年。
　●「琉球「科試」の実施状況について」『沖縄文化研究』44、2017年。
　● Ch‘ing scholarship and private secretariats: With a focus oncompilatory publications and proxy writing, ACTA 

ASIATICA : Bulletin of the Institute of Eastern Culture、the Institute of Eastern Culture. 110. 2016.
■ 学会・学外等の活動：日本中国学会、東方学会、斯文会、訓点語学会、木簡学会、日本漢字学会
■ 研究内容のキーワード：考証、儒学文献、科挙、幕府、琉球漢学、日本漢学
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●山鹿素行の朱子学批判
　●中国における言文一致運動

	みず	 かみ	 	 まさ	 はる

水上　雅晴 教　授

■ �メッセージ：哲学とは、思考の世界に現実の世界以上に強いリアリティを感じることを意味し
ます。色褪せて空疎に見えかねない「転倒した世界」（ヘーゲル）が、逆に現実の深さや豊かさ
を明らかにしてくれるでしょう。目先の現実から距離をとって、巨視的に思考する技法をとも
に磨いていきましょう。そこでは、手ごわい古典テクストと自身の思考の内的対話こそが最大
の糧になります。古典テクストの海は広大で底知れぬ魔力をもっています。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（哲学）（上智大学）
■ 専門分野：哲学・思想史
■ 担当科目： 西洋近代哲学研究ⅠＡ・B、西洋近代哲学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『人文学の可能性──言語・歴史・形象』（知泉書館、2016年）
　●『解体と遡行──ハイデガーと形而上学の歴史』（知泉書館、2014年）
　●『ニーチェ──仮象の文献学』（知泉書館、2014年）
　●『ニーチェ──ツァラトゥストラの謎』（中央公論新社・中公新書、2008年）
　●ブルーメンベルク『われわれが生きている現実』（法政大学出版局、2014年）
■ 学会・学外等の活動： 実存思想協会、日本現象学会、日本哲学会、中世哲学会
■ 研究内容のキーワード：ハイデガー、ニーチェ、現象学、人文主義
 

	むら	 い	 	 のり	 お

村井　則夫 教　授・博士（哲学）（上智大学）
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社会学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。社会学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：大学院では、さまざまな現実を社会学的視点から徹底的に思考し続けることでそ
の可能性と限界が見えてきます。そのためにこそ技法や理論や方法を学び、自らの立脚点と方
法論を緻密かつ大胆に組み立て、冷静かつ強かに研究を展開していくことのお手伝いができれ
ばと思っています。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（社会学）（立教大学）
■ 専門分野：臨床社会学、歴史社会学、福祉社会学、医療社会学
■ 担当科目： 社会学プロジェクト演習（クリニカル）ⅤA・B、社会学プロジェクト専門演習（クリ

ニカル）ⅤA・B、臨床社会学特講、歴史社会学特講、歴史社会学特殊研究、臨床社
会学特殊研究、社会構想論特殊研究

■ 著書・論文・特許：
　●『〈老い衰えゆくこと〉の社会学』多賀出版、2003年（〔普及版〕を2007年、〔増補改訂版〕を2010年に刊行）。
　●『老い衰えゆく自己の／と自由──高齢者ケアの社会学的実践論・当事者論』ハーベスト社、2004年。
　●『老い衰えゆくことの発見』角川学芸出版、2011年。
　●『老いを治める──老いをめぐる政策と歴史』生活書院、2011年（共編著）。
　●『差異の繋争点──現代の差別を読み解く』ハーベスト社、2012年（共編著）。
　●『体制の歴史──時代の線を引きなおす』洛北出版、2013年（共編著）。
　●『大震災の生存学』青弓社、2015年（共編者）。
■ 学会・学外等の活動： 日本社会学会、関東社会学会、日本保健医療社会学会、日本社会学理論学会、福祉社会学会、日本老

年社会科学会、日本認知症ケア学会、障害学会ほかの理事・各種委員など
■ 研究内容のキーワード：臨床、歴史、生存、国家＜社会的なもの＞
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「薬物依存からの「回復」に関する社会学研究──ダルクにおけるフィールドワークを通じて」
　●「同和政策の社会学──戦後都市大阪を中心に」
　●「在日コリアン教育運動の現代史──戦後大阪の教育運動を中心に」
　●「障害者総合支援法以降の知的障害者家族研究──高齢期知的障害者家族の親子関係における母親の"離れ難さ"」
 

	あま	 だ	 	 じょう	すけ

天田　城介 教　授・博士（社会学）（立教大学）

■ �メッセージ：現場と文献の往還から、何が問題の根源なのかを見極めるために、構成主義的認
識論（社会とはどのようにして観察や記述が可能となるのか）を方法の基礎に据えます。実体
化した対象に原因を求める本質主義的な議論を回避したいからです。そして、問題と解決策と
のあいだの厳密な因果関係を探すよりも、むしろ比較という汎用的な方法から、問題と解決と
の間の多様な関係を観察し、選択における多様な解を拓いていくことを目指します。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（学術）（神戸大学）
■ 専門分野：社会変動論、現代アジア社会論、中国社会論、比較社会学
■ 担当科目： 社会学プロジェクト演習（グローバル）ⅡA・B、社会学プロジェクト専門演習（グロー

バル）ⅡA・B、社会変動論特講、社会変動論特殊研究、社会構想論特殊研究
■ 著書・論文・特許：
　●『中国の人治社会──もうひとつの文明として』日本経済評論社、2003年。
　●『分岐する現代中国家族──個人と社会の再編成』（共編著）明石書店、2008年。
　●『中日家族研究』（共編著）浙江大学出版社、2013年。
　●『日本と中国の家族制度研究』（共編著）風響社、2019年。
　●『中国のムスリムからみる中国──N.ルーマンの社会システム理論から』明石書店、2020年。
■ 学会・学外等の活動：日本社会学会、日中社会学会、日本村落研究学会
■ 研究内容のキーワード：コンティンジェンシー、信仰、互酬性、意味（時間・事象・社会的）、観察と記述
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● グローバリゼーションにおける個人化と個人の新たな社会的存立基盤──Ｕ.ベック『リスク社会論』の批判的検討を通

じて
　●グローバリゼーションと家族再生産領域における人の移動──台湾のベトナム人花嫁を事例として　
　●タイ北部の雲南ムスリムとその共生の作法

	しゅ	 とう	 	 とし	 かず

首藤　明和 教　授・博士（学術）（神戸大学）　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

社
　
会
　
学

3 校

　

■ �メッセージ：「3.11以降」の持続可能な地域社会・コミュニティ形成――新たな事実を発見し
問題解決の方向を示唆する“探求／探求型社会調査（Exploratory Social Research）”の理論・
方法・技法等を身につけ、惑星社会の諸問題を引き受け・応答するためのフィールドワークを
行ない、対等で真剣な報告・討議・執筆を実践していきます。

■ 生年：1959年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：一橋大学大学院・社会学修士（一橋大学）
■ 専門分野：都市・地域社会学／国際フィールドワーク（人の移動、異文化理解、境界領域）
■ 担当科目： 社会学プロジェクト演習（ヴィジョナリー）ⅣA・B、社会学プロジェクト専門演習

（ヴィジョナリー）ⅣA・B、社会構想論特殊研究、地域社会学特講、都市社会学特講、
都市社会学特殊研究、地域社会学特殊研究

■ 著書・論文・特許：
　●『グローバリゼーション/ポスト・モダンと地域社会　地域社会学講座　第２巻』（編著）、東信堂、2006年。
　●『境界領域への旅──岬からの社会学的探求』大月書店、2007年。
　●『境界領域のフィールドワーク─惑星社会の諸問題に応答するために』（編著）、中央大学出版部、2014年。
　●『うごきの場に居合わせる──公営団地におけるリフレクシヴな調査研究』（編著）、中央大学出版部、2016年。
　●『“臨場・臨床の智”の工房──国境島嶼と都市公営団地のコミュニティ研究』（編著）、中央大学出版部、2019年。
■ �学会・学外等の活動： 日本社会学会、地域社会学会、都市社会学会等の理事・編集委員・国際交流委員など、イタリア・

沖縄等の諸大学の客員教授・客員研究員、イタリア・ヨーロッパの学術雑誌編集顧問など。
■ �研究内容のキーワード： “移動民（homines moventes）” “社会文化的な島 （々isole socio-culturali）”、 “境界領域（cumfinis, 

liminality）” “惑星社会（planetary society）” “未発の社会運動（movimenti nascenti）”
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 「都市コミュニティ」の移動性と領域性に関する調査研究─インナーエリア・新宿大久保地域と「集合的な出来事」のエ

スノグラフィ─
　●隔離の経験を生きる　─国立ハンセン病療養多磨全生園の歴史と退所者のライフヒストリー研究─
　● 「薬害」問題における「自らを見直す運動」に関する社会学的研究　─市民団体「薬害エイズを考えるYの会」への参与観

察を通じて─

	にい	 はら	 	 みち	 のぶ

新原　道信 教　授　

■ �メッセージ：大学院生活でのキーワードは、洞察と創造と未来です。従来の研究者や学者の学
説に左右されず、自分の眼で観察し洞察する力を養うこと、さらには自分の研究領域の最先端
に立って、未来に向かって新しい理解を創造する気概を持つことだと考えています。学生と繰
り返しの対話を通して深い思考を促し、研究発表と論文執筆を通して研究作品の生産に向けて
指導していきます。

■ 生年：1955年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校　社会学博士（Ph.D.）
■ 専門分野：グローバル社会運動論、市民社会論、歴史比較社会学、社会学方法論
■ 担当科目：社会運動論特講、社会学プロジェクト演習（グローバル）ⅠA・B、社会学プロジェクト専

門演習（グローバル）ⅠA・B、社会構想論特講、 社会運動論特殊研究
■ 著書・論文・特許：
　● 『サミット・プロテスト─グローバル化時代の社会運動』、野宮大志郎他（編著）、新泉社、

2016年。
　●“Social Movement in Japan: Split Mentalities and Memory.” ed. by A. L. Farro and H. Lustiger-Thaler, Reimagining 

Social Movements: From Collectives to Individuals, Surrey, Ashgate Publishing, 2014.
　● 「グローバル市民社会：新たな政治空間の創出」、『グローバル・ガヴァナンス論』、吉川元他共編、法律文化社、2014年。
　● “Under a Global Mask: Family Narratives and Local Memory in a Global Social Movement in Japan,” Societies 

Without Borders no4, 2009.
　● 『社会への知：現代社会学の理論と方法（上）（下）』、盛山和夫・土場学・野宮大志郎・織田輝哉共編著、剄草書房、2005年。
　● 『社会運動と文化』、野宮大志郎編、ミネルヴァ書房、2002年。
■ 学会・学外等の活動：�東アジア社会学会副会長（2017.10 ～現在）、人材育成学会副会長（2014.4─ 現在）、International 

Journal of Japanese Sociology編集委員長（2015.9─2018.9）、Official Journal of SSS『Social Forces』. 
International Editorial Board Member. USA（2011.4─現在）、社会学系コンソーシアム副理事長

（2009.7─2012.3）、日本学術会議（社会学）分科会委員長（2008.10─現在）、United Nations University. 
Joint Graduate Courses. Lecturer & Chief Coordinator（2003.4─2007.3）

■ 研究内容のキーワード：グローバル、社会運動、市民社会、比較研究方法
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●市民活動のトランスナショナル化のメカニズムに関する研究
　●人間の「感情」を社会運動理論へ統合する研究
　●中国における「市民社会」の生成条件に関する研究
　●災害後の女性運動の日米比較研究

	 の	 みや	 	 だい	 し	 ろう

野宮　大志郎 教　授・社会学博士（ノースカロライナ大学チャペルヒル校）
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社会学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。社会学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：「格差」という言葉が一般化した今でも社会が好転する兆しは見えてこない。「強
い者はより強く、弱い者はより弱く」、「富める者はより富、貧しい者はより貧しく」の現状で
は「格差」は広がるばかりである。この状況が改善されるような「希望」が持てるようなテーマ
を特に応援したいと思っている。

■ 生年：1957年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 東京大学大学院社会学系大学院社会学博士課程退学・社会学修

士（東京大学）
■ 専門分野：家族社会学、ジェンダー論
■ �担当科目： ジェンダー・セクシュアリティ特講、社会学プロジェクト演習（クリニカル）ⅥA、

社会学プロジェクト専門演習（クリニカル）ⅥA、社会構想論特講、ジェンダー・セ
クシュアリティ特殊研究

■ 著書・論文・特許：
　●「近代家族のゆくえ」新曜社、1994年。
　●「パラサイトシングルの時代」ちくま新書、1999年。
　●「希望格差社会」筑摩書房、2004年。
　●「迷走する家族」有斐閣、2005年。
　●「新平等社会」文藝春秋、2006年、日経BP Biztech図書賞受賞。
　●「少子社会日本」岩波新書、2007年。
　●「婚活時代」（共著）ディスカヴァー 21、2008年。
　●「なぜ若者は保守化したのか」朝日文庫、2015年。
　●「女性活躍後進国ニッポン」岩波書店、2015年。
　●「モテる構造」ちくま新書、2016年。
　●「底辺への競争」朝日新書、2017年。
　●「結婚不要社会」朝日新書、2019年。
　●「日本の少子化対策はなぜ失敗したのか」光文社新書、2020年。
■ ��学会・学外等の活動： 内閣府男女共同参画会議第5次基本計画策定専門調査会委員（主査）、家族問題研究学会（会長）、東

京都社会福祉審議会委員など
■ 研究内容のキーワード：家族、感情、ジェンダー
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●中国若者のライフスタイルに関する一考察　─｢80後｣の結婚観を中心に─
　●ゲイカップルの親密性と生活に関する研究　─クィア家族研究と後期近代社会論の視座─
　●グローバル社会における日本企業の採用戦略の変化　─在日中国留学生の就職活動調査を通して─

	やま	 だ	 	 まさ	 ひろ

山田　昌弘 教　授　

■ �メッセージ：大学院では，社会学を支える柱として欠かせない理論的かつヴィジョナリーな
関心をはぐくみ，ちんまりとまとまらない社会学者を育成できればと考えております。前期
で修了予定の院生に対しては，アカデミックなトレーニングだけでなく，社会のあらゆる分
野で必要な，プレゼンテーション能力（英語力）や討論能力という実用的な能力の育成にも取
り組みたいと考えます。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（社会学）（東京大学）
■ 専門分野：理論社会学、社会学史、ディベート教育
■ 担当科目： 社会学プロジェクト演習（ヴィジョナリー）ⅢA・B、社会学プロジェクト専門演習

（ヴィジョナリー）ⅢA・B、社会学理論特講（現代）、社会学理論特講（古典）、社会構
想論特講、社会学理論特殊研究（現代）、社会学理論特殊研究（古典）

■ 著書・論文・特許：
　●『日本マックス・ウェーバー論争』（共編著）、ナカニシヤ出版、2008年。
　●『マックス・ヴェーバーの新世紀』（共編著）、未來社、2000年。
　●『マックス・ヴェーバーの方法論的合理主義』、創文社、2003年。
　●『社会学の力─最重要概念・命題集』（友枝・浜・山田編・共著）有斐閣、2017年。
■ �学会・学外等の活動：�日本社会学会、関東社会学会、日本社会学史学会、日本ディベート協会、全日本高校英語ディベー

ト連盟
■ 研究内容のキーワード：マックス・ウェーバー、社会学方法論、政策ディベート
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●社会学・学説史
　●宗教社会学

	 や	 の	 	 よし	 ろう

矢野　善郎 教　授・博士（社会学）（東京大学）　
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37CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

社
会
情
報
学

社会情報学専攻　専任教員社会情報学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：高度情報化社会を支える要素は社会の中で活躍する人間の行動です。人間の産
み出す情報の集積やそれを扱う情報システムのあり方、人間と情報機器のインタフェース等に
焦点をあてて研究を進めます。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（工学）（大阪大学）
■ 専門分野：感性情報学、メディア情報学
■ 担当科目： 情報システム学演習Ａ・B、情報システム学特講Ａ・B、情報システム学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 飯尾淳、 『情報を集める技術・伝える技術 情報社会の一員として備えておくべき基礎知識』、近代科学社Digital、2019年。
　● Iio, J. and Wakabayashi, S. (2020), Dialogbook: A Proposal for Simple e-Portfolio System for International 

Communication Learning, International Journal of Web Information Systems, Vol. 16, Issue. 5, pp. 611-622.
　● Iio, J. (2019), TWtrends ─ A Visualization System on Topic Maps Extracted from Twitter Trends, IADIS 

International Journal on WWW/Internet, Vol. 17, No. 2, pp. 104-118.
■ 学会・学外等の活動： 情報処理学会、電子情報通信学会、ヒューマンインタフェース学会、OpenForum Academy、社会

情報学会、記録管理学会
■ 研究内容のキーワード：情報システム、ユーザインタフェース、オープンソースソフトウェア、行動情報分析、SNS/CGM
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●IT技術者における展示会への参加意欲を高める要素分析
　●動的映像資料のショットリストを用いた概念の分析

	いい	 お	 	 じゅん

飯尾　淳 教　授・博士（工学）（大阪大学）　

■ �メッセージ：学術情報の電子化によって、研究者や学生は研究室や自宅に居ながらにして文献
を検索、入手できるようになってきています。私は、学術情報の電子化によって変化しつつあ
る研究・学習環境、また利用者の情報行動等を考慮しながら、大学図書館に求められるサービ
スとそれを実現するための組織・基盤について研究しています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）： 中央大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学・修士（社
会情報学）（中央大学）

■ 専門分野：図書館情報学
■ 担当科目： 図書館情報学演習Ａ・B、図書館情報学特講Ａ・B、図書館情報学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『ビッグデータ・リトルデータ・ノーデータ：研究データと知識インフラ』勁草書房、2017。（共訳）
　●『ラーニング・コモンズ : 大学図書館の新しいかたち』勁草書房、2012。（共編訳）
　●デジタル時代のコレクション構築。情報の科学と技術。2015、65（9）、p.372-378。
　●場としての大学図書館 : ラーニング・コモンズがもたらすもの。現代の図書館。2013、51（2）、p.81-90。
　● How the digital era has transformed ILL services in Japanese university libraries: a comprehensive analysis of 

NACSIS-ILL transaction records from 1994 to 2008. Interlending & Document Supply. 2011, 39（1）, p.32-39. （共著）
■ 学会・学外等の活動：日本図書館情報学会、日本図書館協会、日本図書館研究会、情報メディア学会
■ 研究内容のキーワード：大学図書館、学術情報流通、オープンサイエンス、大学教育
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●公共図書館による医療・健康分野に関する図書館サービスの実践可能性
　●大学生の読書活動増進と大学図書館の読書支援サービス

	  こ　 やま	 	　　けん　 じ

小山　憲司 教　授　
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社会情報学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。社会情報学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：メディア論や文化社会学の面白さは、ごく身近な現象が、いかに社会全体の変化
と結びついているのかを知ることにあります。いわば「自分」を出発点にして「社会」を理解す
ること、そこからまた「自分」をより深く理解すること。こうした「視点の往復運動」が自在にで
きるようになるには、バランス感覚を養うことが重要です。大学院生には、文献講読はもとよ
り、フィールドに出向いたり質問紙調査を行ったりと、複数の視点を、バランスよく持てるよ
うになっていただきたいと思います。

■ 生年：1976年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（社会学）（東京都立大学）
■ 専門分野：メディア論、文化社会学
■ �担当科目： 文化社会学演習Ａ・B、文化社会学特講Ａ・B、文化社会学特殊研究Ａ・B

 撮影：工藤博司
■ 著書・論文・特許：
　●『「男らしさ」の快楽─ポピュラー文化からみたその実態』（宮台真司・岡井崇之との共編著）、勁草書房、2009年。
　● 『文化社会学の視座─のめりこむメディア文化とそこにある日常の文化』（南田勝也との共編著）、ミネルヴァ書房、

2008年。
　● 『デジタルメディア・トレーニング─情報化時代の社会学的思考法』（富田英典・南田勝也との共編著）、有斐閣、2007年。
　● Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected World （Mizuko Ito, Daisuke Okabe and Izumi Tsuji eds） New 

Haven, Yale University Press, 2012.
■ 学会・学外等の活動： 日本社会学会、日本マス・コミュニケーション学会、関東社会学会、日本社会情報学会、日本出版学会、

International Sociological Association
■ 研究内容のキーワード：メディア、コミュニケーション、ポピュラー文化、若者文化、ファン
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●メディアが作り出す乳がんのイメージと患者像　─内容分析と視聴者レビューから─
　●タイの女性オタクによる新メディア・コミュニケーション形態　─「腐女子絵師」の共同体における活動形態を通して─

	つじ　　　　　　　　　　いずみ

辻　　　泉 教　授・博士（社会学）（東京都立大学）　

■ �メッセージ：前期課程のみなさんには、コミュニケーション論やメディア論だけでなく、社会
学の基礎的な知識を確認しつつ、自らの研究テーマを明瞭化、具体化し、修士論文執筆へ取り
組んでいただきます。同時に、異なる専門領域の研究に対しても、関心を持ち、適切な批判が
できるようになることを目標とします。

　 後期課程のみなさんには、博士論文執筆にむけて、定期的に論文を執筆し、レフェリー付きの
学術誌に投稿することや学会発表を強く奨励し、そのための指導をおこないます。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学
■ 専門分野：コミュニケーション論、メディア論
■ 担当科目： メディア・コミュニケーション論演習Ａ・B、メディア・コミュニケーション論特講Ａ・

B、メディア・コミュニケーション論特殊研究Ａ・B
■ 著書・論文・特許：
　●『うわさとは何か』、中公新書、2014年。
　● 『ケータイの2000年代：成熟するモバイル社会』（土橋臣吾、辻 泉との共編著）、東京大学出版会、2014年。
　●「『遠征』をめぐる人間関係：Twitter上で親しくなる過程と社会的場面の切り分けを中心に」『中央大学社会科学研究所

年報』23、pp.215-232。
　●「『遠征』のケーススタディ：移動を促す趣味・人間関係・スマートフォン」『紀要　社会学・社会情報学』27、pp.29-61。
　● “Japanese mobile youth in the 2000s. ”  in Stephanie Hemelryk Donald, Theresa Dirndorfer and Damien Spry （eds.） 

Youth, Society and Mobile Media in Asia. Routledge, pp.31-42, 2010.
■ 学会・学外等の活動：情報通信学会、日本社会学会
■ 研究内容のキーワード：コミュニケーション論、メディア論、ジェンダー論
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●インターネット掲示板における議論の構造　─福島第一原発事故をめぐる議論の事例研究─
　●テレビ広告における「高齢者」登場人物像に関する実証的研究　─1996年と2012年の比較を中心に─
　●日本社会におけるプライバシー問題をめぐる語られ方の変遷　─新聞読者投稿欄の記事分析を中心に─
　●ケータイ小説における「作者」と「読者」との関係性を巡る考察
　●Twitterの複数アカウント利用の実態分析による多様なメディア利用の可能性の検討
 

	まつ	 だ	 	 み	 さ

松田　美佐 教　授　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

社
会
情
報
学

3 校

■ �メッセージ：　社会科学が対象とするのは、人間や社会についての多次元的で複雑性の高い
データです。数理モデル・多変量解析・シミュレーションなどを用い、複雑なデータを多面的
に解析し、現実社会の諸課題に答えていく方法を研究します。理論や方法を中心に据えますの
で、社会や人間に関わる広い領域が対象となります。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学
■ 専門分野：社会情報学、社会意識論、社会調査法、社会統計学
■ �担当科目： 社会情報学基礎理論特講Ａ・B、社会情報学調査法演習Ａ・B、社会情報学理論と方

法論特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『有権者・選挙・政治の基礎的研究』（編著）中央大学出版部、2016年。
　●『選挙の基礎的研究』（編著）中央大学出版部、2009年。
　●「データの大海から脱出する方法：多変量解析」今田高俊編『社会学研究法』有斐閣：第5章、2000年。
　●「不公平は江戸の華」豊田秀樹編『共分散構造分析【事例編】』北大路書房：第1章、1998年。
　●「価値観：フェアって何?」苅谷剛彦編『比較社会・入門』有斐閣：第5章、1997年。
■ 学会・学外等の活動：日本社会学会、日本政治学会
■ 研究内容のキーワード：社会情報、社会意識、社会調査法、社会統計、選挙
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●スポーツ参加・不参加に関する質的・量的研究
　●地方議員の選挙運動：ネットワークの視点から

	みや	 の	 	 まさる

宮野　勝 教　授　

■ �メッセージ：社会心理学の研究対象は、人間の意識や行動全般です。大学院の講義では、受講
生の関心領域をふまえた上で、社会心理学に関する国内外の文献を講読しています。また、演
習では、人間の行動や意識に関する疑問を実証的に解き明かすことを目的として、社会調査
データの分析に取り組んでいます。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（社会心理学）（東京大学）
■ 専門分野：社会心理学、世論調査、政治意識など
■ �担当科目： 社会心理学演習Ａ・B、社会心理学特講Ａ・B、社会心理学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●安野智子『重層的な世論形成過程：メディア・ネットワーク・公共性』東京大学出版会、2006年。
　● 安野智子（編）（2016）『民意と社会』中央大学出版部
　● 安野智子（2015）「2013年参議院議員選挙における資産効果（特集 2013年参議院議員通常選挙の分析）」、選挙研究 31（1） 

84-101。
　● E.ノエル＝ノイマン（著）池田謙一・安野智子（翻訳）2013、『沈黙の螺旋理論：世論形成の社会心理学』（改訂復刻版）

北大路書房
■ 学会・学外等の活動：日本社会心理学会、日本選挙学会
■ 研究内容のキーワード：社会調査、社会心理学、世論過程
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ネットの「炎上」について
　●中国における反日デモ報道
　●進路選択に関するアスピレーションと、「やりたいこと」の形成
　●中国における公共広告の新しい発展：なぜ商業性公益広告なのか?

	やす	 の	 	 さと	 こ

安野　智子 教　授・博士（社会心理学）（東京大学）　
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教育学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。教育学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：教育制度や行政について、諸外国との比較を通して問題点を具体的に、また構造
的に把握できるように情報提供をしていく。また、OECD等の国際機関による教育改革提言に
ついても扱う。その際、異文化の問題や差別の問題（人権教育のあり方も含む）を重要な視点と
していくよう指導していく。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（教育学）（筑波大学）
■ 専門分野：教育制度・行政学、比較教育学、人権教育
■ 担当科目： 教育行政学特講、教育行政学特殊研究Ａ

■ 著書・論文・特許：
　●『フランスの移民と学校教育』明石書店、2001年。
　●「地域主権改革のなかの教育」公教育計画学会編『公教育計画研究2』、2011年。
　● 「揺らぐ『共和国』と市民形成─岐路に立つフランスの挑戦」『グローバル時代の市民形成』（北村友人編）岩波書店、

2016年。
　●『「特別の教科 道徳」ってなんだ？』（共編著）現代書館、2018年。
　●『能力2040─AI時代に人間する』（共著）太田出版、2020年。
■ �学会・学外等の活動： フランス教育学会、日本教育行政学会、日本教育制度学会、日本比較教育学会、異文化間教育学会、

日本教育学会、公教育計画学会
■ 研究内容のキーワード：フランス、移民、人権
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●過疎地における新たな教育行財政システムについての研究
　●日本におけるインクルーシブ教育概念の検討
　●家永教科書裁判にみる教育権論争の再考

	いけ	 だ	 	 けん	 いち

池田　賢市 教　授・博士（教育学）（筑波大学）　

■ �メッセージ：「教育って何だろう?」──誰しも一度は頭に浮かんだことはある問いではない
でしょうか。教育哲学/教育思想史は、この問いを突き詰めて考え、現代の教育を理解したり、
未来の教育を構想するために、主に過去に書かれたテクストを読解するという手法を用いま
す。指導に際しては学生の問題関心を重視しながら、個々人の問いを広く伝わりやすくするた
めに「研究の文法」にのせていく支援をします。

■ 生年：1971年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（教育学）（中央大学）
■ 専門分野：教育哲学、教育思想史
■ 担当科目： 教育学総合演習Ａ、教育哲学演習、教育哲学特講、教育哲学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 『〈精神分析的子ども〉の誕生──フロイト主義と教育言説』東京大学出版会、2006年。
　● 『教育思想のポストモダン──戦後教育学を超えて』勁草書房、2016年。
　● 『教育学年報11──教育研究の新章』（共編著）、世織書房、2019年。
　● 『「甘え」と「自律」の教育学──ケア・道徳・関係性』（編著）、世織書房、2015年。
　● 『教員養成を哲学する──教育哲学に何ができるか』（共編著）、東信堂、2014年。
■ �学会・学外等の活動： 教育哲学会（理事、次世代育成企画委員会委員長）、教育思想史学会（理事）、日本教育学会（東京地区

理事、若手育成担当理事）
■ 研究内容のキーワード：フロイト、精神分析、ポストモダニズム、戦後教育学
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●後期ミシェル・フーコーにおける「統治性」と主体論──啓蒙とパレーシア概念を中心に
　●Th.W.アドルノにおける「自律」概念の教育学的意義──『否定弁証法』および『成人性への教育』におけるカントの批判

と継承

	 げ	 し	 	 あきら

下司　晶 教　授・博士（教育学）（中央大学）　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

教
　
育
　
学

3 校

■ �メッセージ：不登校やいじめ、非行、ニート、学力低下など教育問題への社会的関心が高まっ
ています。しかし、問題の表層をなぞり、批判を繰り返すだけでは、改善は難しい。教育の日
常を読み解き、その文化的な特質を理解する研究がいま必要とされています。本ゼミでは、教
育問題の構築主義社会学の立場から、学校・相談機関・支援機関などの実践とその構造を分析・
研究し、フィールドワークによる臨床的な教育の理解と再生に挑んでいきます。興味のある方
は、水曜5限・6限の院ゼミをぜひ覗いてほしい。

■ 生年：1957年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取得退学
■ 専門分野：教育社会学。とりわけ、学校社会学、調査方法論、青少年問題研究。
■ 担当科目： 教育学総合演習Ｂ、教育社会学演習、教育社会学特講、教育社会学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『ひきこもりと家族の社会学』（編著書）、世界思想社、2018年。
　●『現代社会の児童生徒指導』（編著書）、放送大学振興会、2017年。
　●「高校中退者問題と格差社会」『社会のなかの教育』（論文）、岩波書店、2016年。
　●『現代日本の少年院教育』（編著書）、名古屋大学出版会、2012年。
　●「高卒フリーターにとっての職業的能力とライフコースの構築」『転換期の労働と能力』（論文）、大月書店、2010年。
　●『質的調査法を学ぶ人のために』（編著書）、世界思想社、2008年。
　●『学校のエスノグラフィー─事例研究からみた高校教育の内側』（編著書）、嵯峨野書院、2004年。
　●『<教えること>のエスノグラフィー─「教育困難校」の構築過程』（著書）、金子書房、2001年。
　●『<教師>という仕事=ワーク』（編著書）、学文社、2000年。
　●『<子ども問題>からみた学校世界─生徒・教師関係のいまを読み解く』（編著書）、教育出版、1999年。
■ 学会・学外等の活動：日本教育社会学（理事）、内閣府・子ども若者育成支援推進のための有識者会議・座長
■ �研究内容のキーワード： 教育問題、質的調査法（インタビュー、エスノグラフィーなど）、臨床教育社会学
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 非行少年の矯正教育、不登校経験のある若者の支援戦略、底辺高校の実践の革新など、聞き取りや参与観察法等質的調

査を用いた学校・若者問題に関わる広範な研究に精力的に取り組んでいる。（本学『教育学論集』等も参照のこと。）

	 こ	 が	 	 まさ	 よし

古賀　正義 教　授　

■ �メッセージ：研究を志すにあたって自ら選びとった初発の問題関心は、その後の研究の性格を
大きく規定し続けるものです。一方、その問題関心がそのまま研究テーマとして成立すること
は稀で、仮説・実証・結論に至るための研究手法の基本を踏まえた「開かれた問い」にすること
が肝要です。今後、発展的に展開していくことができるテーマとなっているかという点に留意
しつつ、みなさんの研究を支援したいと考えています。

■ 生年：1964年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 名古屋大学大学院教育学研究科博士課程（後期）教育学専攻単位

取得退学
■ 専門分野：日本教育史、教育社会史
■ 担当科目： 教育学総合演習Ａ、教育史演習、教育史特講、教育史特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　● 「戦後日本の家族計画運動における受胎調節指導の変容─実地指導員としての助産婦の役割拡大と困難化─」『日本の

教育史学』第56集、2013年。
　● 「戦後初期日本における受胎調節指導─職能団体機関誌にみられる助産婦の意識・実践を中心に─」『福岡大学人文論

叢』第44巻第2号、2012年。
　● 「戦後初期における産児調節の普及と育児費・過剰労働力問題─東京近郊農村調査の検討から─」『福岡大学人文論叢』

第39巻第4号、2008年。
　● 「国民優生法下の優生結婚─『結婚十訓』をめぐって─」藤川信夫編著『教育学における優生思想の展開─歴史と展望─』

勉誠出版、2008年。
　● 「教師と心理学テクノロジー─戦後初期日本における『教育相談』の導入─」松塚俊三・安原義仁編『国家・共同体・教

師の戦略―教師の比較社会史─』昭和堂、2006年。
■ 学会・学外等の活動：教育史学会、日本教育史研究会、日本教育学会、教育思想史学会
■ 研究内容のキーワード：優生学・優生思想、産児調節・受胎調節、出生前診断、心理学テクノロジー、障害者問題
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 「学級集団づくり」における「教師─児童生徒関係」と教師の「指導」─1970年代から80年代における、『学級集団づくり入

門　第二版』から『新版　学級集団づくり入門』への転換期を中心に─

	たか	 ぎ	 	 まさ	 し

高木　雅史 教　授　
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教育学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。教育学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：自分のテーマをみつけて、納得いくまで追求していってください。そこから道が
開けると思います。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：京都大学修士（教育学）
■ 専門分野：生涯学習論、キャリア教育、ジェンダーと教育
■ 担当科目： 教育学総合演習Ｂ、生涯学習論演習、生涯学習論特講、生涯学習論特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●「夫の収入と妻の就業の関係の変化─その背景と帰結─」『東京学芸大学紀要第1部門　教育科学』第56集　2005年。
　 ●「既婚女性の就労と世帯所得間格差のゆくえ」本田由紀編『女性の就業と親子関係─母親たちの階層戦略─』勁草書房

2004年。
　●「専門学校卒業の効果」　中央大学教育学研究会『教育学論集』第53集　2011年。
　●「子供たちの自己像と将来選択」　直井道子・村松泰子編『学校教育の中のジェンダー』日本評論社　2009年。
　● 「女性のキャリアに対する専門学校卒業の効果：就業構造基本調査の分析より」中央大学教育学研究会、『教育学論集』

第58集、2016年。
■ 学会・学外等の活動：日本教育社会学会、日本社会教育学会、日本キャリアデザイン学会、日本労働社会学会
■ 研究内容のキーワード：職業と教育、ジェンダー、ライフコース
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●大学生と就職　─中央大学文学部学生への聞き取り調査を中心に─
　●地方進学高校生徒における進路選択と地域移動　─ジェンダーおよび地域要因に着目して─
　●ジグムント・バウマンの社会思想における教育　─社会変革の「主体」形成の可能性─

	 ま	 なべ	 	 りん	 こ

眞鍋　倫子 教　授　

■ �メッセージ：前期課程では、多文化教育や国際理解教育の理論的、実践的課題及びカリキュラ
ム理論をテーマにゼミを行っている。論文の講読、報告、討論を通して、修士論文の執筆にむ
けて研究の基礎的資質を養うとともに、海外での調査・実習を通して実践的な教育課題の把握
や分析の能力、及び問題解決能力の育成をめざしている。後期課程では、博士論文の執筆にむ
けて、各自の研究テーマについてゼミで定期的に報告させ、学会発表につなげるとともに、ゼミ
以外にも個別指導の時間を設けて論文の完成にむけた指導を行っている。

■ 生年：1951年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：筑波大学大学院教育学研究科博士課程単位取得満期退学
■ 専門分野：多文化教育、国際理解教育、教育方法学、カリキュラム研究、社会科教育学
■ �担当科目：教育学総合演習Ａ、教育方法学演習、教育方法学特講、教育方法学特殊研究Ａ・B

■ 著書・論文・特許：
　●『「人種」「民族」をどう教えるか─創られた概念の解体をめざして─』（共編著）、明石書店、2020年。
　●『社会科における多文化教育─多様性・社会正義・公正を学ぶ─』（編著）、明石書店、2019年。
　●『大学における多文化体験学習への挑戦』（共著）、ナカニシヤ出版、2018年。
　●『国際理解教育ハンドブック─グローバル・シティズンシップを育む─』（共編著）、明石書店、2015年。
　●『公共人類学』（共著）、東京大学出版会、2014年。
　●『多文化教育をデザインする─移民時代のモデル構築─』（共著）、勁草書房、2013年。
　●『真珠湾を語る─歴史・記憶・教育─』（共編著）、東京大学出版会、2011年。
■ �学会・学外等の活動： 日本国際理解教育学会（会長）、日本社会科教育学会（前会長）、異文化間教育学会（理事）、日本教育

学会、日本教育方法学会、日本カリキュラム学会、日本移民学会
■ 研究内容のキーワード：多文化教育、国際理解教育、多文化共生、異文化理解、カリキュラム開発、移民学習、博学連携
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●〈素質教育〉の思想と教育の個人主義の源流　　　　　　　●国際バカロレアを有効に活かすためのカリキュラム構築
　●中国文革期における愛国主義教育の展開と特質　　　　　●日系社会における「継承日本語教育」の意義と可能性
　●中国における外国人児童生徒教育の現状と課題　　　　　●中国におけるユネスコ国際理解教育理念の受容と変容

	もり	 も	 	 たけ	 お

森茂　岳雄 教　授　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

心
　
理
　
学

心理学専攻　専任教員心理学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：「片手に理論、片手に実践」を合い言葉に、現実に生きる人間の姿をしっかりとつ
かむことを常に意識しながら発達心理学の研究を進めていきます。大学院時代は、長い研究人
生における基礎を形作る大事な期間です。幅広い関心を持ちながら、最先端の実証研究を展開
していくことができるよう丁寧な研究指導をおこなっていきます。

■ 生年：1951年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（教育学）（中央大学）
■ 専門分野：発達心理学（青年期の時間的展望の発達）
■ �担当科目： 心理学基礎理論Ⅱ、生涯発達心理学演習Ⅰ・Ⅱ、生涯発達心理学特講Ⅰ・Ⅱ、生涯

発達心理学特殊研究Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　●『大学生の進路選択と時間的展望』　ナカニシヤ出版、2007年（単著）。
　●『小学校から中学校への学校移行と時間的展望』ナカニシヤ出版、2008年（単著）。
　●『中学校から高校への学校移行と時間的展望』ナカニシヤ出版、2009年（単著）。
　●『今を生きる若者の人間的成長』、中央大学出版部、2011年（単著）。
　●『高校生の進路選択と時間的展望』、ナカニシヤ出版、2014年（単著）。
　●『大学１年生のための伝わるレポートの書き方』、有斐閣、2016年（単著）。
■ 学会・学外等の活動：日本発達心理学会、日本青年心理学会、日本心理学会、日本教育心理学会、日本生活指導学会
■ 研究内容のキーワード：時間的展望、希望、進路選択、縦断研究
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●中学生の学校生活要因に対する重要度認知と評価の関係が学校適応感・満足感におよぼす影響について
　●職業確立期の就労者を対象とした転職のキャリア発達
　●大学生の学業適応を規定する要因の心理学的検討

	 つ	 づき	 	 まなぶ

都筑　学 教　授・博士（教育学）（中央大学）　

■ �メッセージ：現代の臨床心理学はさまざまな理論・視座が交錯しています。そうした視点を
数多く学び、自らの臨床スキルとして活かせるようにします。具体的には子どもを中心に、さ
まざまなメンタルヘルスの問題について取り上げ、学術論文としてまとめていくように指導し
ます。個人だけでなく、集団・コミュニティ（家族、学校、地域など）に幅広く関心を持ちなが
ら、多様な視点を学んで臨床と研究に活かして欲しいと思います。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（人間科学）（早稲田大学）
■ 専門分野：学校臨床心理学、臨床心理学、発達精神病理学、臨床社会心理学、トラウマ心理学
■ 担当科目： 学校カウンセリング演習（教育分野に関する理論と支援の展開）、心理学基礎理論Ⅰ・

Ⅱ、臨床心理査定演習Ⅱ、臨床心理実習Ａ（心理実践実習）、臨床心理実習Ｂ、学校
臨床心理学特殊研究Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　●「グリーフ（悲嘆）に対するマインドフルネス的アプローチ」『精神科治療学』32、637-640、2017。
　●「子どもの薬物乱用の防止」『図解でマスター！実践学校カウンセリング2016』、（小林正幸編著）小学館、2016。
　● 「ネットいじめ：展望と今後の課題」『臨床精神医学』45、1217-1224、2016。
　● 「校内における生徒理解のためのスクリーニング用心理アセスメントの教員ニーズ」『カウンセリング研究』45、99-

110、2012。
　● “Clinical and research measures of grief: A reconsideration,” Comprehensive Psychiatry, 43, 95-102, 2002.
■ 学会・学外等の活動： 日本心理臨床学会、日本トラウマティック・ストレス学会、American Psychological Association、

日本うつ病学会（評議員）、日本心理学会、日本周産期メンタルヘルス学会（評議員）
■ 研究内容のキーワード：メンタルヘルス、トラウマ、グリーフ、コミュニティ、アディクション
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●児童期の抑うつ症状と主張性スキル・家族関係認知に関する継時的研究
　●大学生の就職不安とレジリエンス、首尾一貫感覚及びアイデンティティとの関連についての検討
 

	とみ	 た	 	 たく	 ろう

富田　拓郎 教　授・博士（人間科学）（早稲田大学）　
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心理学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。心理学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：前期、後期課程において言語理解、記憶モデル、記憶と感情、認知科学のテーマ
について研究指導を行っている。研究方法は実験法である。各院生が、研究するテーマに関す
る最新の論文を読み、実験計画を立て、実験を実施する能力を獲得することを目標としている。
また、自分の研究テーマだけでなく広く問題意識をもてるように、哲学（心の哲学、現代論理学）
や神経心理学の最新の知見にも言及する。

■ 生年：1951年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：心理学博士（パリ第8大学）
■ 専門分野：認知心理学
■ 担当科目： 心理学基礎理論Ⅱ、認知心理学演習Ⅰ・Ⅱ、認知心理学特講Ⅰ・Ⅱ、認知心理学特

殊研究Ⅰ・Ⅱ
■ 著書・論文・特許：
　●Q＆A心理学入門　2015　ナカニシヤ出版
　●認知心理学の冒険　2013　ナカニシヤ出版
　●「認知心理学基礎実験入門」2008　八千代出版
　● “The Course of Representation in Memory During the Comprehension of Paragraphs” International Journal of 

Psychology, 1994, 29 （5）, 565-590.
　● “Représentation sémantique et représentation de surface en mémoire de travail lors de la compréhension de 

phrases françaises et de phrases japonaises” in Modèle et Concepts pour la Science Cognitive hommage ・J-F. Le 
Ny. （eds） M.Denis et G.Sabah. 1994. Grenoble Pressses Universitaires de Grenoble.

■ 学会・学外等の活動：日本心理学会、日本教育心理学会、日本認知心理学会、日本感情心理学会
■ 研究内容のキーワード：言語理解、記憶、表象、感情、ワーキングメモリ
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●作動記憶における視空間的情報のリハーサルに関する認知心理学的研究
　●日本語における発話産出時の音韻的符号化についてー音読潜時測定実験による研究
　●エピソード想起課題における気分一致効果の生起要因に関する研究

	ひよう	どう	 	 むね	 よし

兵藤　宗吉 教　授・心理学博士（パリ第8大学）　

■ �メッセージ：私自身は、ストレス・マネジメントと健康行動の獲得支援について研究を行い、
認知行動療法による臨床実践を行っています。心理的ストレス、慢性疾患の予防に役立つ心理
的要因、不調の自覚と援助要請、心の健康教育などのテーマに関心があり、自律して研究に取
り組む意欲のある皆さんを歓迎します。現実社会から研究テーマを発見し科学的方法論で論
文を作成する経験を通じて、科学的な問題解決スキルを身につけましょう。

■ 生年：1974年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（人間科学）（早稲田大学）、博士（医学）（埼玉医科大学）
■ 専門分野：臨床心理学、健康心理学、コミュニティ心理学、行動医学
■ �担当科目： 心の健康教育に関する理論と実践、心理学基礎理論Ⅰ、臨床心理学特論Ⅱ、臨床心理

基礎実習Ⅰ、臨床心理実習Ｂ、臨床心理面接特論Ⅱ、臨床・健康心理学特殊研究Ⅰ・Ⅱ
■ 著書・論文・特許：
　●『その心理臨床、大丈夫？ 心理臨床実践のポイント』、遠藤裕乃・佐田久真貴・中村菜々子編、日本評論社、2018年。
　● “Stress underestimation and mental health literacy of depression in Japanese workers: A cross-sectional study,” 

Nanako Nakamura-Taira, et al., Psychiatry Research, Vol.262, (2018), 221–228.
　● 『内科診療所での糖尿病腎症患者に対する行動医学チーム医療に臨床心理士を加える試み』、中村菜々子・多木純子、行

動医学研究、Vol.21、No.1、(2015)、31–38。
　● “Views of Japanese patients on the advantages and disadvantages of hemodialysis and peritoneal dialysis,” Nanako 

Nakamura-Taira, et al., International Urology and Nephrology, Vol.45, (2013), 1145–1158.
　●『中高年者の日常いらだち事と精神的健康との関係』、中村菜々子・上里一郎、ストレス科学、Vol.23、(2008)、226-238。
■ 研学会・学外等の活動：�日本心理学会、日本認知・行動療法学会、日本認知療法・認知行動療法学会、日本健康心理学会、

日本コミュニティ心理学会、日本行動医学会など
■ 研究内容のキーワード： ストレス、予防的アプローチ、健康行動、援助要請、慢性疾患
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 「対人困惑状況における中学生の個人特性と恥に関する研究」
　● 「高校生への認知再構成法による心理教育プログラムの効果」
　● 「時間経過イメージが推論の誤りを弱める効果の実験的検討」
　● 「発達障害児の親が療育を継続する過程に関する質的研究」

	なか	 むら	 	 な	 な	 こ

中村　菜々子 教　授・博士（人間科学）（早稲田大学）・博士（医学）（埼玉医科大学）　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

心
　
理
　
学

3 校

■ メッセージ：脳に関する研究領域である神経心理学を専門としていますが、これまで霊長類や
身体性、意志決定などに関する研究指導も行ってきました。やりたいことが明確であることが
条件ですが、様々な領域や対象に関心がある学生さんに門戸を開いています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（教育学）（中央大学）
■ 専門分野：臨床神経心理学
■ 担当科目：心理学基礎理論Ⅰ・Ⅱ、臨床神経心理学特講Ⅰ・Ⅱ、臨床心理査定演習Ⅰ、臨床心

理実習Ａ（心理実践実習）、臨床心理実習Ｂ、臨床神経心理学演習Ⅰ・Ⅱ、神経心理
学特殊研究Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　● Midorikawa, A., Leyton, CE., Foxe, D., Landin-Romero, R., Hodges JR., & Piguet, O. (2016).  All Is Not Lost: Positive 

Behaviors in Alzheimer's Disease and Behavioral-Variant Frontotemporal Dementia with Disease Severity. J 
Alzheimers Dis. 6;54(2):549-58.

　● Midorikawa, A., Kumfor, F., Leyton, C. E., Foxe, D., Landin-Romero, R., Hodges, J. R., & Piguet, O. (2017). 
Characterisation of“Positive” Behaviours in Primary Progressive Aphasias. Dementia and geriatric cognitive 
disorders, 44(3-4), 119.

　●緑川 晶．（2015）．発達障害と認知症．BRAIN and NERVE 67 （9）, 1125-1132
　● Midorikawa, A., Kawamura, M. （2015）. The emergence of artistic ability following traumatic brain injury. 

Neurocase 21 （1）, 90-94
　● 緑川 晶、山口加代子、三村 將（編）『臨床神経心理学』、医歯薬出版、2018年
■ 学会・学外等の活動： 日本神経心理学会、日本高次脳機能障害学会、日本心理学会、International Neuropsychological 

Society
■ 研究内容のキーワード：高次脳機能障害、認知症、発達障害、感覚過敏、機能亢進
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●自己身体認識に関する神経心理学的研究
　●優柔不断な人の心理特性と意思決定プロセスに関する研究
　●オランウータンにおける社会的行動・認知に関する心理学的研究学位の種類

	みどり			かわ　　　	あきら

緑川　晶 教　授・博士（教育学）（中央大学）　

■ �メッセージ：研究室では「視知覚世界の形成」を解明する研究を行っています。視知覚能力が
どのような変遷を経て完成されるのか、その形成過程をたどる研究で、生後１歳未満の乳児を
対象とした実験研究を行っています。

　 現在は国内外の研究チームと共同研究を行ない、脳の専門家や小児科医とも共同研究を行って
います。院生時代に研究費を獲得し、トロント大やオックスフォード大やシドニー大で研究し
た先輩や、脳の専門機関で研究した先輩もいます。小児科のグループとは、実験成果を臨床現
場で生かす研究も行っています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（人文科学）（お茶の水女子大学）
■ 専門分野：認知心理学・発達心理学
■ 担当科目：�心理学基礎理論Ⅱ、文化・認知心理学演習Ⅰ・Ⅱ、文化・認知心理学特講Ⅰ・Ⅱ、文化・

認知心理学特殊研究Ⅰ・Ⅱ
■ 著書・論文・特許：
　●山口真美（2020）。こころと身体の心理学、岩波ジュニア新書
　●山口真美（2016）。自分の顔が好きですか？─「顔」の心理学、岩波ジュニア新書
　●山口真美（2016）。発達障害の素顔─脳の発達と視覚形成からのアプローチ、講談社ブルーバックス
　●山口真美（2015）。顔を忘れるフツーの人、瞬時に覚える─流の人「読顔術」で心を見抜く、中央公論社
　●山口真美（2009）。センスのいい脳、新潮新書
　●山口真美・金沢創（2008）。赤ちゃんの視覚と心の発達、東京大学出版会
　● Yang, J., Kanazawa, S., Yamaguchi, M.K., & Kuriki, I.（2016）. Cortical response to categorical color perception in infants investigated by near-

infrared spectroscopy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113（9）, 2370-2375.
　●Yang, J., Kanazawa, S., Yamaguchi, M.K.,＆Motoyoshi,  I.（2015）. Pre-constancy vision in infants， Current Biology， 25（24）， 3209-3212
　● Otsuka, Y., Ichikawa, H., Kanazawa, S., Yamaguchi M.K., & Spehar, B. （2014）. Temporal dynamics of spatial frequency processing in infants, Journal 

of Experimental Psychology：Human Perception & Performance, 40 （3）, 995-1008
　● Otsuka, Y., Konishi, Y., Kanazawa, S., Yamaguchi, M. K., Abdi, H. & O'Toole A.J. （2009）．The recognition of moving and static faces by young infants, 

Child Development, 80（4）, 1259-1271．
■ 学会・学外等の活動：日本心理学会評議員、日本発達心理学会、日本顔学会理事、日本基礎心理学会理事、日本赤ちゃん学会事務局長、日本学術会議連携会員
■ 研究内容のキーワード：知覚発達、顔認知
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●色知覚の発達
　●放射運動感度の初期発達に関する実験心理学的検討
　●乳児における形態知覚の発達

	やま	 ぐち	 	 まさ	 み

山口　真美 教　授・博士（人文科学）（お茶の水女子大学）　
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心理学専攻　専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。心理学専攻　専任教員

3 校

■ �メッセージ：「普通のことができる精神科医になりたい」と思ってきた私にとって、精神療法に
手を出すのは必然的なことでした。中井久夫から始まり、精神病理学を経て精神分析を学んだ
結果、今では不登校の中高生と向き合い、被災地に足を運び、キャンパスで発達障害傾向のあ
る学生の支援に力を入れています。臨床現場で生じた問題意識を研究テーマに反映させ、研究
成果を臨床現場に還元する、そのような臨床家・研究者になることを私自身が目指しています。

■ 生年：1961年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：新潟大学医学部卒業、医学博士（順天堂大学）
■ 専門分野：精神医学、精神分析的精神療法
■ �担当科目： 心理学基礎理論Ⅰ、臨床心理学特論Ⅰ、臨床心理基礎実習Ⅱ、臨床心理実習Ｂ、臨

床心理地域援助特講、臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践）、精神医
学特殊研究Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　●東日本大震災被災者の心的状況と回復過程─気質の異なる2例の対比を通して─臨床精神病理、2019年。
　●障害福祉領域における相談支援事業で認知行動療法的アプローチを行った2事例　心理臨床学研究、2017年。
　●慢性抑うつにおける防衛としての自殺念慮について　精神分析研究、2015年。
　● 「困り具合に関するセルフチェックリスト」の使用に関する予備的研究─学習困難を有する大学生の早期支援に向けて

CAMPUS HEARTH、2014年。
　●短期力動精神療法過程：精神療法過程Qセットを用いた検討　精神療法、2013年。
　● 東日本大震災が精神障害者に与えた影響の一端　発生直後20日間の入院動向と緊急入院事例の検討から　精神科治療

学、2012年。
■ �学会・学外等の活動： 日本精神神経学会、日本精神分析学会、日本精神障害者リハビリテーション学会、日本心理臨床学会、

社会福祉法人「パーソナルアシスタンスとも」嘱託医
■ 研究内容のキーワード：発達障害、被災者心理、ひきこもり、精神分析
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●慢性統合失調症者の社会生活能力評価における自己認識と認知機能障害
　●性格特性と過剰適応傾向の関連性について─外的適応行動にともなう異なる心理に着目した検討
　●親からの期待に対する自己愛的認知─親からの期待の受け止め方と親からの期待への反応予測に着目して─
　●一般大学生における離人感に関する検討─覚醒度と抑うつ、不安、強迫について─

	やま	 しな	 	 みつる

山科　満 教　授・医学博士（順天堂大学）　
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※兼担・兼任・客員教員等は、
　指導教授に希望できません。兼担・兼任教員兼担・兼任教員

3 校

CHUO UNIVERSITY

国文学専攻

池田　幸恵　いけだ　ゆきえ 特任教授　
■  現職：中央大学文学部特任教授
■  専門分野：国語史学
■  担当科目：国語史研究Ｂ、国文法

高橋　明彦　たかはし　あきひこ 兼任講師　
■  現職：金沢美術工芸大学教授
■  専門分野：マンガ研究、日本近世文学・出版史
■  担当科目：マンガ論

野中　潤　のなか　じゅん 兼任講師　
■  現職：都留文科大学教授
■  専門分野：日本近代文学、国語科教育学
■  担当科目：国語科教育研究Ａ・B

堀川　貴司　ほりかわ　たかし 兼任講師　
■  現職：慶應義塾大学附属研究所斯道文庫教授
■  専門分野：日本漢文学、和漢書誌学
■  担当科目：書誌学

松村　真佐子　まつむら　まさこ 兼任講師　
■  現職：公益財団法人　平木浮世絵財団　学芸員
■  専門分野：日本美術史（浮世絵）
■  担当科目：浮世絵学

山中　剛史　やまなか　たけし 兼任講師　
■  現職：日本大学芸術学部非常勤講師
■  専門分野：日本近代文学
■  担当科目：映像文化史

英文学専攻

福田　純也　ふくた　じゅんや 准教授（理工学部）　
■  現職：中央大学理工学部准教授
■  専門分野：応用言語学、第二言語習得研究
■  担当科目：英語教育研究ⅠＡ・B

SNAPE, Neal　スネイプ，ニール 兼任講師　
■  現職：群馬県立女子大学　准教授（国際コミュニケーション学部）
■  専門分野：応用言語学、第二言語習得
■  担当科目：英語学研究（心理言語学）Ａ・B

独文学専攻

SCHMIDT, Maria Gabriela　シュミット，マリア・ガブリエラ 兼任講師　
■  専門分野：比較言語学、ドイツ語言語学
■  担当科目：学術ドイツ語・研究法演習Ａ・B

仏文学専攻

MARTINEL, Louis Solo 　マルティネル ルイ＝ソロ 兼任講師　
■  専門分野：
　・Littérature Comparée （Exotisme, Altérité et relation）（Hearn, Segalen, Glissant）
　・Français Langue Étrangère （Didactique des langues）
　・Études Féminines （Littérature et Psychanalyse, Image Texte et Différence, Différence sexuelle）
　・Études Théâtrales et Arts Dramatiques （Représentation, Scénographie, Analyse de spectacle）
■ 担当科目： フランス演劇・映画演習Ａ・B、フランス演劇・映画特殊研究Ａ・B

中国言語文化専攻

安本　真弓　やすもと　まゆみ 兼任講師　
■  現職：跡見学園女子大学教授
■  専門分野：中国語学・教育学、日中対照言語学
■  担当科目：中国語語彙論演習Ａ・B

楊　凱栄　ヨウ　ガイエイ 兼任講師　
■  現職：東京大学教授
■  専門分野：中国語学、日本語と中国語の対照研究
■  担当科目：中国語表現演習Ａ・B、中国語学特殊研究ⅡＡ・B

日本史学専攻

榎本　淳一　えのもと　じゅんいち 兼任講師　
■  現職：大正大学文学部歴史学科教授
■  専門分野：日本古代史
■  担当科目：日本古代史演習ⅡＡ・B、日本史学特殊研究ⅠA・B

榎原　雅治　えばら　まさはる 兼任講師　
■  現職：東京大学史料編纂所教授
■  専門分野：日本中世史
■  担当科目： 日本中世史演習ⅡＡ・B、日本史学特殊研究ⅡA・B
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兼担・兼任教員兼担・兼任教員 ※兼担・兼任・客員教員等は、
　指導教授に希望できません。

3 校

加藤　聖文　かとう　きよふみ 兼任講師　
■  現職：人間文化研究機構国文学研究資料館准教授
■  専門分野：日本近現代史・東アジア国際関係史・歴史記録（アーカイブズ）学
■  担当科目：日本政治史演習ⅢＡ・B、日本政治史特殊研究ⅡA・B

近藤　成一　こんどう　しげかず 兼任講師　
■  現職：放送大学教授
■  専門分野：日本中世史
■  担当科目：日本政治史演習ⅠＡ・B、日本政治史特殊研究ⅠA・B

櫻井　準也　さくらい　じゅんや 兼任講師　
■  現職：尚美学園大学総合政策学部教授
■  専門分野：日本考古学
■  担当科目：考古学研究A・B

佐々木　憲一　ささき　けんいち 兼任講師　
■  現職：明治大学文学部教授
■  専門分野：国家形成期の考古学（古墳時代・北アメリカのミシシッピ文化）
■  担当科目： 日本古代史演習ⅠＡ、日本古代史特殊研究Ａ

佐藤　孝之　さとう　たかゆき 兼任講師　
■  現職：国学院大学大学院兼任講師
■  専門分野：日本近世史
■  担当科目： 日本近世史演習ⅡＡ・B、日本史学特殊研究ⅡA・B

中野渡　俊治　なかのわたり　しゅんじ 兼任講師　
■  現職： 清泉女子大学文学部文化史学科教授
■  専門分野：日本古代史
■  担当科目：日本古代史演習ⅠＢ、日本古代史特殊研究B

渡辺　浩一　わたなべ　こういち 兼任講師　
■  現職： 人間文化研究機構 国文学研究資料館　総合研究大学院大学文化科学研究科 教授
■  専門分野：日本近世史
■  担当科目：日本政治史演習ⅡＡ・B

西洋史学専攻

山田　雅道　やまだ　まさみち 兼任講師　
■  現職： 中央大学文学部兼任講師
■  専門分野：古代オリエント史
■  担当科目：西洋古代史演習ⅢA・B

哲学専攻

村岡　晋一　むらおか　しんいち 教　授（理工学部）　
■  現職：中央大学理工学部教授
■  専門分野：ドイツ近代・現代哲学、とくにドイツ・ユダヤ思想
■  担当科目： 西洋近代哲学研究ⅠＡ・B

伊佐敷　隆弘　いさしき　たかひろ 兼任講師　
■  現職：日本大学経済学部教授
■  専門分野：分析哲学・哲学的時間論・分析形而上学
■  担当科目： 科学哲学Ａ・B、科学哲学特殊研究Ａ・B

藤村　安芸子　ふじむら　あきこ 兼任講師　
■  現職：駿河台大学スポーツ科学部教授
■  専門分野：日本倫理思想史、倫理学
■  担当科目： 日本倫理思想研究ⅠＡ・B、日本倫理思想特殊研究Ａ・B

社会学専攻

倉本　由紀子　くらもと　ゆきこ 兼任講師　
■  現職： 中央大学文学部兼任講師
■  専門分野：政治社会学・国際関係論
■  担当科目： 文献講読特講A・B、文献講読特殊研究A・B

野辺　陽子　のべ　ようこ 兼任講師　
■  現職： 大妻女子大学人間関係学部准教授
■  専門分野：家族社会学、アイデンティティ論、マイノリティ研究
■  担当科目： 社会学プロジェクト演習（クリニカル）ⅥB、社会学プロジェクト専門演

習（クリニカル）ⅥB

前田　悟志　まえだ　さとし 兼任講師　
■  現職： 玉川大学非常勤講師
■  専門分野：消費社会論、文化の社会学
■  担当科目：量的社会調査特講

矢吹　康夫　やぶき　やすお 兼任講師　
■  現職： 立教大学社会学部助教
■  専門分野：社会学、障害学、ライフストーリー研究
■  担当科目：質的社会調査特講、社会学ライティング特講
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※兼担・兼任・客員教員等は、
　指導教授に希望できません。

3 校

CHUO UNIVERSITY

社会情報学専 攻

尾崎　知伸　おざき　とものぶ 兼任講師　
■  現職：日本大学文理学部情報科学科教授
■  専門分野：データマイニング・人工知能
■  担当科目：�情報科学特講Ａ・B、情報科学特殊研究Ａ・B

諸橋　泰樹　もろはし　たいき 兼任講師　
■  現職：フェリス女学院大学文学部コミュニケーション学科教授
■  専門分野：マスコミュニケーション学・社会学・女性学
■  担当科目：�メディア論特講Ａ・B、メディア論特殊研究Ａ・B

安川　一　やすかわ　はじめ 兼任講師　
■  現職：一橋大学大学院社会学研究科教授
■  専門分野：理論社会学、視覚社会学、社会心理学
■  担当科目：�コミュニケーション論特講Ａ・B、コミュニケーション論特殊研究Ａ・B

李　東真　リ　トンジン 兼任講師　
■  現職：国立研究開発法人�科学技術振興機構
■  専門分野：図書館情報学、アーカイブ学、フィルムアーカイブ
■  担当科目：記録管理学特講Ａ・B

教育学専攻

青柳　宏幸　あおやぎ　ひろゆき 兼任講師　
■  現職：山梨学院短期大学保育科准教授
■  専門分野：教育思想史・教育哲学
■  担当科目：教育思想史特講Ⅰ

大森　直樹　おおもり　なおき 兼任講師　
■  現職：東京学芸大学教授（教育学研究科教育支援協働実践開発専攻）
■  専門分野：教育史・教育学
■  担当科目：教育調査法特講Ⅱ

園部　友里恵　そのべ　ゆりえ 兼任講師　
■  現職：三重大学大学院教育学研究科准教授
■  専門分野：生涯学習論・社会教育学・表現教育
■  担当科目：教育学研究特講Ⅰ、教育学特殊研究Ⅰ

星野　真澄　ほしの　ますみ 兼任講師　
■  現職：筑波大学
■  専門分野：教育制度・教育行財政
■  担当科目：学校教育学特講Ⅰ・Ⅱ

森　一平　もり　いっぺい 兼任講師　
■  現職：帝京大学教育学部准教授
■  専門分野：教育社会学、教育方法論、質的研究法、エスノメソドロジー・会話分析
■  担当科目：教育調査法特講Ⅰ

吉田　美穂　よしだ　みほ 兼任講師　
■  現職：弘前大学大学院教育学研究科准教授
■  専門分野：教育社会学
■  担当科目：教育学研究特講Ⅱ、教育学特殊研究Ⅱ

心理学専攻

遠藤　幸彦　えんどう　ゆきひこ 兼任講師　
■  現職：創価大学教育学部教授
■  専門分野：精神分析学、思春期青年期精神医学
■  担当科目：�臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

大宮　宗一郎　おおみや　そういちろう 兼任講師　
■  現職：上越教育大学大学院臨床・健康教育学系
■  専門分野：非行・犯罪臨床、学校臨床、臨床心理学
■  担当科目：犯罪心理学特講（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開）

金沢　創　かなざわ　そう 兼任講師　
■  現職：日本女子大学人間社会学部教授
■  専門分野：実験心理学、乳幼児心理学
■  担当科目：心理学研究法特講、心理学情報処理演習

小林　正法　こばやし　まさのり 兼任講師　
■  現職：山形大学人文社会科学部准教授
■  専門分野：認知心理学
■  担当科目：心理学特殊講義Ⅱ

笹尾　敏明　ささお　としあき 兼任講師　
■  現職：国際基督教大学教授
■  専門分野：コミュニティ・多文化社会心理学、予防科学、平和心理学
■  担当科目：�ACADEMIC�WRITING� AND� PRESENTATION� SKILLS� IN�

PSYCHOLOGY、COMMUNITY�PSYCHOLOGY

渋井　進　しぶい　すすむ 兼任講師　
■  現職：大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授
■  専門分野：認知心理学
■  担当科目：心理統計法特講

高野　公輔　たかの　こうすけ 兼任講師　
■  現職：�東京女子医科大学病院
■  専門分野：臨床心理学、コンサルテーション・リエゾン
■  担当科目：心理的アセスメントに関する理論と実践
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兼担・兼任教員兼担・兼任教員 ※兼担・兼任・客員教員等は、
　指導教授に希望できません。

3 校

千田　若菜　ちだ　わかな 兼任講師　
■  現職： 医療法人社団ながやまメンタルクリニック
■  専門分野：職業リハビリテーション、発達障害の就労支援
■  担当科目：産業・労働分野に関する理論と支援の展開

徳丸　享　とくまる　あきら 兼任講師　
■  現職：立正大学心理学部准教授
■  専門分野：臨床心理学
■  担当科目： 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践、臨床

心理実習Ｂ

西田　知史　にしだ　さとし 兼任講師　
■  現職：情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 主任研究員
■  専門分野：認知神経科学、脳情報工学
■  担当科目： 心理学特殊講義Ⅰ

長谷川　恵美子　はせがわ　えみこ 兼任講師　
■  現職： 聖学院大学人間福祉学部　准教授
■  専門分野：臨床心理学
■  担当科目：心理療法特講、臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

山口　加代子　やまぐち　かよこ 兼任講師　
■  現職： 東京リハビリテーションセンター世田谷アドバイザー
■  専門分野：臨床神経心理学、神経心理学的リハビリテーション
■  担当科目：神経心理学特講（保健医療分野に関する理論と支援の展開）

山本　淳一　やまもと　じゅんいち 兼任講師　
■  現職： 慶應義塾大学文学部教授
■  専門分野：臨床発達心理学、応用行動分析学
■  担当科目：障害児心理学特講（福祉分野に関する理論と支援の展開）

共通科目

尹　智鉉　ユン　ジヒョン 准教授（文学部）

■  現職： 中央大学文学部准教授
■  専門分野：日本語教育学・応用言語学
■  担当科目： 特殊講義（アカデミック･ライティングの方法と実践）

中野　玲子　なかの　れいこ 兼任講師

■  現職：中央大学ライティング・ラボ　スーパーバイザー
■  専門分野： 日本語教育学
■  担当科目： 特殊講義（留学生のためのアカデミック･ライティングⅠ 基礎編・Ⅱ 実

践編）
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