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刊行物
『GCI キャンパス・レクチャー』第 3 号（2014 年度講演会報告集）
『KUIS 生のグローバル意識―KUIS 生の海外志向性に関する研究
研究成果報告書』澁谷由紀、小坂貴志、神崎正哉

研究プロジェクト
多言語社会の言語政策に向けた言語管理研究
代表： サウクエン・ファン（本学国際コミュ ニケーション学科教授・
当研究所所長）
カナダ英語、シンガポール英語、アイルランド英語、インド英語の〈語
彙モジュール〉及び〈発音モジュール〉を中心とするウェブ構築
代表： 関屋

康（本学英米語学科教授）

台湾における「新住民」社会の形成―東南アジアからの結婚移民とそ
の子弟に焦点を当てて―
代表： 岩井美佐紀（本学アジア言語学科教授）
グローバル教育に関する小・中・高校教員の認知
代表： 武田明典（本学国際コミュニケーション学科教授）
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グローバル経済における LCC ビジネスモデルの再構築
代表： 鶴岡公幸（本学国際コミュニケーション学科教授）
ヒロシマとロスアラモスの歴史を伝える： 次世代に継ぐ平和への歩み
代表： 桝本智子（本学国際コミュニケーション学科教授・当研究所副
所長）

GCI キャンパス・レクチャー・シリーズ講演会
第 28 回（5 月 12 日）｢シルク・ドゥ・ソレイユの舞台裏｣
クロード・ ブルボニエール（シルク・ ドゥ・ ソレイユ（ラスベガス）
ディレクター）
司会： 矢頭典枝（本学英米語学科准教授・当研究所副所長）
第 29 回（6 月 1 日）「被爆二世アーティストの挑戦―芸術平和学的思考
によるコミュニケーションより」
田中

勝（現代美術・映像作家／芸術平和学研究者）

司会： 桝本智子
第 30 回（6 月 5 日）｢The Place of Debate in American Politics｣ 日本ディ
ベート協会企画運営、米国コミュニケーション学会国際ディスカッショ
ン・ディベート委員会、 全国高校英語ディベート連盟、 本学英米語学
科・コミュニケーション研究分野会協力
Theodore F. Sheckels, Jr.（バージニア州ランドルフ・メイコン大学）
司会： 田島慎朗（本学国際コミュニケーション学科講師）
第 31 回（6 月 12 日）
「国境の島の国際交流―朝鮮通信使を掘り起こし
た対馬市の試み」
阿比留正臣（対馬市観光交流商工課）
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司会： 林

史樹（本学アジア言語学科教授）

第 32 回（7 月 10 日）「Immigration to Europe and the Growing Fear of
Immigrants」
Stephen Croucher (Professor, Department of Communication, University of Jyväskylä)
司会： サウクエン・ファン
第 33 回（9 月 29 日）「Behavior toward language: an overview」
Björn Jernudd (Independent researcher, former Chair Professor of Linguistics at Hong Kong Baptist University)
司会： サウクエン・ファン
第 34 回（11 月 7 日）
「日本外交における日中韓協力―その意義と課題」
現代韓国朝鮮学会共催
薮中三十二（立命館大学教授、元外務事務次官）
司会： 阪田恭代（本学国際コミュニケーション学科教授）
第 35 回（11 月 17 日）
「東日本大震災を忘れない―『東北の新月』を通
して」
リンダ・オーハマ（日系カナダ人映画監督）
コメンテーター： 水野孝昭（本学アジア言語学科教授）
司会： 矢頭典枝
第 36 回（12 月 22 日）「映画字幕翻訳の世界と英語習得」 本学英米語学
科・広報部共催
戸田奈津子（本学客員教授・映画字幕翻訳者）
司会： 矢頭典枝
第 37 回（1 月 7 日）「JICA と国際協力―青年海外協力隊創設 50 周年
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からの新たな歩み」本学イベロアメリカ言語学科主催、本学ボランティ
アセンター・地域国際分野会後援
吉田

憲（独立行政法人国際協力機構（JICA）青年海外協力隊事務局

中南米課 課長）
司会： 舛方周一郎（本学イベロアメリカ言語学科講師）

オープンディスカッション
第 8 回（7 月 7 日）留学生と語る！ WEEK

春学期第一弾「伝え合う文

化と言葉」
ディスカッション協力：
本学留学生別科「日本語インターアクション 5」クラス生 12 名
「日本語教授法 A」履修生 7 名
コーディネーター： 松本陽子（本学留学生別科准講師）
第 9 回（7 月 10 日）留学生と語る！ WEEK

春学期第二弾「「Intercul-

tural Communication」という研究分野の現在と未来」
Discussion Leader: Stephen Croucher
Discussion Assistants:
Scott Bengs（Minnesota State University Moorhead）
Levi Erickson（North Dakota State University）
Kathryn Knight（Queensland University of Technology）
Ciara Schaben（University of Iowa）
Rebecca Vilan（Florida International University）
Odon Orzsik（Dartmouth College）
コーディネーター： サウクエン・ファン
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幕張新都心公開セミナー
「Half a Century of Indonesian Economic Development: Continuity and
Change」ジェトロ・アジア経済研究所共催
Hal Hill（オーストラリア国立大学教授）
コメンテーター： 佐藤百合（アジア経済研究所地域研究センター上席
主任調査研究員）

学生プロジェクト
第 1 回「さりげない外国語キャンペーン」テーマ『同音異義語』開催
第 2 回「日本社会の多様性（diversity）ポスターコンテスト」テーマ『世
界の人に見てもらいたい！ 私の勧める日本の穴場観光スポット』開催
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