
日本語教育研究科 修士論文題目一覧
2020年10月1日

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2020年9月15日

20B01 舘岡 日本語教育実践における非母語話者実習生の不安と変容
―非母語話者実習生の自己エスノグラフィーを通して―

不可

20B02 小林 非母語話者はどのようにして日本語テキストを理解しようとするのか
―リソース使用の意識に着目して―

可

20B03:01～02 福島 JSL高校生を一人の主体として支えるには
―広東語母語話者支援者の日本語教育支援を通した考察―

可 分冊あり

20B04 李 システム仕様書の中の日本語をわかりやすくする研究
―外国人と日本人に共通するわかりやすさを目指して―

不可

20B05 小林 日本語学習者用辞書における副詞に関する記述内容のあり方
―「一応」を事例に―

不可

20B06 宮崎 技能実習の市民リテラシー型アーティキュレーション日本語教育における日本語教師の役割の可能性
―教師の語りからの考察―

可

20B07:01～02 福島 英語プログラムに在籍する留学生の日本語学習と日本語使用
―留学生の経験の連続性と言語の複数性に焦点を当てて―

可 分冊あり

20B08:01～02 舘岡 コミュニティにおける「ことばの学び」が実現できる日本語授業とは
―SCATによる質的分析から―

不可 分冊あり

20B09:01～02 舘岡 「日本語教師」は教室で起きた「出来事」にどう対応するか
―背景が異なる4人へのインタビューから―

不可 分冊あり

20B10 蒲谷 日本語会話におけるスピーチスタイルに関する研究
―習得場面及び意識に着目して―

不可

20B11:01～02 舘岡 「忘れる」ことを前提とする学習者に対する日本語教育で何を支援するのか
―「日本語で留学を語るための日本語教育実践」を通して―

可 分冊あり

20B12 蒲谷 非対面接触場面の依頼に関するコミュニケーションにおける主体の意識について
―日本語学習者のLINEでの断りを中心に―

不可

20B13:01～02 宮崎 日本国内のインターナショナルスクールで日本語教師に求められる資質
―X校の場合―

不可 分冊あり

20B14:01～02 宮崎 日本語教師のICT使用現状と能力養成
―中国の大学日本語教師を対象に―

不可 分冊あり

20B15 蒲谷 日本語会話教育におけるスピーチレベル教育の考察
―学習者と教師の認識を通して―

不可

20B16:01～02 蒲谷 接触場面における慰めコミュニケーションに関する考察
―慰められ主体の受け取り方に着目して―

不可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2020年3月15日

20A01 李 日本語学習者と教師のためのオノマトペ基本語彙の選定と分類 可

20A02 宮崎 出入国在留管理庁収容施設における被収容者支援の意義
―日本語教育の観点から―

不可
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20A03:01～02 福島 日本国内のJSL児童にとっての「歌」
―在籍学級との繋がりに着目して―

不可 分冊あり

20A04 池上 地域日本語サロンは何ができるのか
―参加者とサポーター双方の語りから―

可

20A05 李 漢字習得適性要素の解明
―非漢字系学習者の漢字字形情報の記憶・処理能力測定から―

可

20A06 舘岡 複言語・複文化環境で育った父は自分の経験をどのように息子の家庭教育に活かしたか
―在日日系ブラジル人二世のライフストーリー―

可

20A07:01～02 小宮 就職活動を通じた留学生の「就職活動に必要な日本語能力」に対する考え方の変容
―就職活動を終えた留学生へのインタビュー調査から―

不可 分冊あり

20A08 蒲谷 接触場面のコミュニケーションにおける異見表明に関する考察
―課題解決の話し合いの理解主体の意識に着目して―

不可

20A09 舘岡 日本語学校における同僚教師の対話の場の意義
―日本語教師の言語教育観をめぐる葛藤の考察から―

可

20A10 池上 アクションリサーチを通して見る日本語教師の変容と成長
―外国人技能実習生に対する実践を問い直す―

可

20A11 池上 人と人とのつながりを支える日本語教育の役割とは
―留学生による混住型学生寮での生活経験の語りから―

可

20A12:01～02 小宮 多義語「切る」を中心語とする連語の習得
―中国語「切」との相違点に着目して―

可 分冊あり

20A13:01～02 蒲谷 接触場面における敬意表現に関する考察 不可 分冊あり

20A14 舘岡 同僚教師と学び合う場の意義
―「音声指導の勉強会」は何をする場であったのか―

可

20A15:01～02 蒲谷 LINE接触場面における「再誘いコミュニケーション」に関する考察 不可 分冊あり

20A16:01～02 小宮 中国語を母語とする上級日本語学習者における未知の日中非同形語の意味推測
―提示条件および日中非同形語の種類に焦点を当てて―

可 分冊あり

20A17 福島 日本にルーツを持つ子どもたちにとっての日本語、日本語学習
―米国ニューヨーク州の「新二世」の子どもたちに焦点をあてて―

可

20A18 宮崎 目標言語を介したサブマージョン的技能習得
―ベトナムにおけるベトナム人・日越ハーフ児童生徒を対象としたストリートダンスレッスンを事例として

可

20A19 小林 日本語教材のイラストはわかりやすいか
―教師と学習者の解釈が一致しないイラストを手掛かりに―

可

20A20 小林 Ｅメールの件名の言語構造と書き手の意識 可

20A21 福島 年少者日本語教育における児童の「個の教育ニーズ」に応じた「ことばの力」とは何か 不可

20A22 小林 日本語会話に見られる「反復」の様態
―中国語会話 ・英語会話と対照して―

可

20A23 福島 タンデムにおける学びとは何か
―社会文化的アプローチの視点から―

可

20A24 舘岡 学習者の人生にある日本語学習を捉える動的視点
―学習経験者のナラティヴを手がかりとして

可

20A25 福島 定時制高校を卒業した女性を「理解」するプロセス
―「移動とことば」の視点から―

可

20A26:01～02 蒲谷 接触場面における良好な関係構築に資する雑談
―関わりの少ない相手との話題選択・話題展開に着目して―

不可 分冊あり

20A27:01～02 蒲谷 接触相談場面におけるあいづちに関する考察
―中国人上級学習者が相談する場合―

不可 分冊あり

20A28:01～02 蒲谷 学習者に望ましい敬語表現教育に関する研究 不可 分冊あり
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請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2019年9月15日

19B01 池上 日本語のコミュニケーションが個と組織の成長に果たす役割
―日本企業で働く外国人社員のインタビューから―

可

19B02 池上 外国につながる子どものことばの教育を教師はどのように捉えていくのか
―語られた「声」を通して―

不可

19B03:01～02 小宮 中国人日本語学習者は和文中訳する際にICTをどのように活用しているか 不可 分冊あり

19B04 福島 「聞きとりやすい日本語の音声的特徴とは何か」
―説明場面における日本語母語話者の音声分析―

可

19B05:01～02 蒲谷 初対面接触場面におけるコミュニケーションのずれに関する一考察
―コミュニケーション主体が覚えた違和感を指標として―

不可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2019年3月15日

19A01 蒲谷 日本語教育学における「標準化」イデオロギーの考察 不可

19A02 蒲谷 「テモラッテモイイデスカ」という表現に関する一考察
―日本語教育における「新しい表現」の位置づけの検討―

不可

19A03 舘岡 定住外国人に対する就労支援としての日本語教育における日本語教師の役割を再考する
―永住者たちのライフストーリーから―

可

19A04 舘岡 「読み」の場を他者と共有する意義とは
―ロシアの日本語学習者を対象とした「多読クラブ」の実践から―

不可

19A05:01～02 小林 在住外国人に必要な日本語支援を探る
―在住外国人と支援者に対するインタビュー調査に基づいて―

不可 分冊あり

19A06 川上 ことばの学びによる情動の創発と知性の育成
―年少者日本語教育実践を通じて―

可

19A07 川上 JSLの子どもの主体的なことばの学びから捉える「連携」の在り方 可

19A08 蒲谷 接触場面の課題解決談話における相互理解の深まりの様相 不可

19A09 宮崎 夜間中学において日本語教育関係者が担う役割
―「義務教育機会確保法」施行後の連携に関する考察―

可

19A10 川上 ボランティアによる地域日本語教室捉え直しの試み
―これからの地域日本語教育にむけて―

可

19A11:01～02 小林 日本語教育における「『文字を書く』ことの教育」の再考
―「文字の書きぶり」に着目して―

可 分冊あり

19A12 池上 「外国にルーツを持つ子ども」のことばの学びを地域の日本語学習支援教室はどのように支えるか
―複数の支援者による協働的実践の内実を描くことを通して―

可

19A13 李 初級韓国人学習者の特殊拍の習得研究
―動詞のテ形に着目して―

可

19A14 池上 日本語教育の役割とは
―EPA介護福祉士候補者へのライフストーリーインタビューより―

可

19A15 川上 JSL中学生の発達課題を踏まえた言語教育実践
―仲間への貢献意識により生まれる「主体的なことばの学び」―

可
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19A16 川上 主体的言語能力意識を育む年少者日本語教育
―創作活動に取り組むJSL生徒の事例から―

可

19A17 蒲谷 台湾人日本語学習者の促音の習得
―台湾語力との関係に着目して―

可

19A18 川上 「移動する子ども」だった私の言語意識および言語使用の変容
―自己エスノグラフィーおよび言語ポートレートを通して―

可

19A19 小林 「笑い」を含む日本語の会話はどのように行われるか 可

19A20 池上 移動する日本語教師に必要な視点とは何か
―ウズベキスタンの地方都市における学習者の語りと自身の実践への内省から―

可

19A21 蒲谷 敬語表現化の工夫に関する考察
―依頼メールを対象として―

不可

19A22:01～02 小林 公共空間における掲示物に必要な配慮
―日本語のわかりにくさに関わる要因の考察―

可 分冊あり

19A23 舘岡 教師の言語教育観の内省を促す場作りの意義
―同じ日本語学校で働くベテラン教師が集まった「授業の問題を考える会」を通して―

可

19A24 川上 複言語複文化間に生きる若者が主体的な自己の創出を目指す
―「過去・現在・未来」がつながる実践を通して―

可

19A25 蒲谷 技能実習生にとっての日本人とのコミュニケーションの意義
―ベトナム人元技能実習生の語りから―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2018年9月15日

18B01 川上 海外年少者日本語教育実践における協働参加者としてのランゲージ・アシスタント
―「補助的役割」以外の捉え方を探る―

可

18B02 池上 海を渡った家族にとって「ことばの継承」とは何か
―多言語環境下に暮らす父親の語りを中心に―

可

18B03 舘岡 技能向上ではなく教育観を養成する教員養成プログラムとは何か
―実習生たちの振り返り会と実習終了後のインタビューをもとに―

不可

18B04 小宮 中国人中級日本語学習者の日中同形類義語学習に対する誤った認識を変える指導
―意味用法の異同の意識下を通して―

不可

18B05 蒲谷 「不同意コミュニケーション」に関する考察
―コミュニケーション主体の意識に着目して―

不可

18B06:01～02 蒲谷 待遇コミュニケーションから見る不満表明に関する考察
―接触場面における不満表明を中心に―

不可 分冊あり

18B07 小宮 上級レベルの中国人日本語学習者の語り
―くりかえしという観点からみて―

不可

18B08 舘岡 日本語学習者はどのように他者と関わり、「自己表現」を実現し得るか
―ブログでの「語り」と「相互自己評価」を中心に―

可

18B09 李 多文化共生社会と「やさしい日本語ニュース」
―テキスト分析と日本語学習者調査から見えてきたもの―

不可

18B10:01～02 蒲谷 依頼コミュニケーションの「前提」についてのコミュニケーション主体の意識に関する考察 不可 分冊あり

18B11 舘岡 海外の中等教育における日本語教育の意義とは何か
―周りに日本語を使う環境がないタイの高校の専攻クラスで日本語を教える教師の語りから―

可

18B12:01～02 小林 日本語教師という役割を総合的に捉えるための一考察
―教師のビリーフを手掛かりとして―

不可 分冊あり

18B13 小林 日本語学習者は授業中、自身の振舞いを決める際に何を考えているか
―学習者本人の語りを手がかりにその意味を探る―

不可
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18B14:01～02 蒲谷 接触場面における「慰めコミュニケーション」に関する考察
―中国人日本語学習者と日本人母語話者を対象として―

不可 分冊あり

18B15 戸田 韻律的特徴及び発話時の意識が印象に与える影響
―ビジネス場面における日本語学習者の音声の分析より―

可

18B16:01～02 蒲谷 人文学系大学院ゼミの談話における質疑応答の構造分析 △ 閲覧は本冊のみ
可。資料冊は不

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2018年3月15日

18A01 小宮 海外での日本語授業における「日本文化」の役割とは
―高校教師の語りに着目して―

可

18A02:01～02 蒲谷 接触場面における調整行動とその意識に関する考察
―コミュニケーションのずれから見る「よりよいコミュニケーション」のための工夫―

可 分冊あり

18A03 戸田 オーストラリア初等教育に携わる日本語教師の音声教育観と音声教育実践
―バイリンガル教育に焦点を当てて―

不可

18A04 舘岡 日本人と外国人の日本語ビジネスコミュニケーションのための学習環境デザイン
―「対話」による「相互理解」と「より良い関係性構築」を目指して―

可

18A05 蒲谷 言語哲学からポスト日本語教育学への試論 可

18A06 戸田 ネパール人日本語学習者による日本語のリズム生成 可

18A07:01～02 戸田 ドイツ語母語話者の日本語における発音の特徴と指導法
―英語母語話者との比較から―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料冊は不

18A08:01～02 小林 聴解プロセスで用いられた推測ストラテジー
―日本語のテレビニュースを事例として―

不可 分冊あり

18A09:01～02 佐久間 日英語の新聞社説における接続表現の文脈展開機能の対照研究 不可 分冊あり

18A10:01～02 小林 コリゲーションにより類似表現の可視化
―主文末の「タ」と「テイル」を手掛かりに―

不可 分冊あり

18A11 舘岡 「フィードバック」から再考する日本語教育
―人材育成の視点から日本語教育を行う上での教師の在り方―

不可

18A12:01～02 小宮 聴解学習においてコロケーションによる語彙掲示は有効か
―中国語を母語とする中級日本語学習者を対象として―

不可 分冊あり

18A13 李 考える介護を支える日本語教育
―介護記録の日本語分析―

可

18A14 川上 ウズベキスタンにおける年少者日本語教育の現状と課題 不可

18A15:01～02 小林 日本語の会話において話者が名称を知らない指示物の同定はどのように行われるか
―相互行為分析の観点から―

可 分冊あり

18A16 小林 なぜ人は聞き返すのか
―「解釈の絞り込み」による聞き手の主張―

可

18A17 蒲谷 待遇コミュニケーションにおける美化語の表現・理解意識
―テレビ番組の中の美化語の分析から―

不可

18A18:01～02 蒲谷 助言はどのように表現・理解されるのか
―表現主体と理解主体の意識を通して―

不可 分冊あり

18A19:01～02 戸田 音声教育における非対面式のフィードバック 可 分冊あり

18A20:01～02 佐久間 教育実習生による日本語の授業展開における接続表現の分析 可 分冊あり
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18A21 李 自立した読み手になるための一考察
―段階別多読用教材の分析とアンケート・インタビューから―

可

18A22:01～02 蒲谷 日本語のコミュニケーションにおけるあいづちの意識 可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2017年9月15日

17B01 川上 「移動する子ども」と実践者がともに成長する年少者日本語教育とは
―子どもの主体性と「生きる力」に着目して―

不可

17B02 川上 幼少期に補習校に通った経験をもつ人たちへの理解のあり方の可能性を探る
―カナダで補習校に通った３名のライフストーリーから―

可

17B03 川上 JSLの子どもにおける日本語学習意欲とそれを支える日本語教育実践とは何か
―あるJSL生徒との日本語教育実践から―

可

17B04 蒲谷 会話における文末「ノダ文」が示す話者の表現意識 不可

17B05:01～02 佐久間 遠隔日本語教育における作文指導の可能性
−持続可能な学びの場を目指して−

不可 分冊あり

17B06:01～02 佐久間 中国人日本語学習者の自然談話における終助詞「かな」の使用傾向と日本語教材への提案 不可

17B07 舘岡 日本語教育におけるアドボカシー再考
―アメリカの高校日本語教師の語りをもとに―

可

17B08 佐久間 日本語の小論文における接続表現の使用傾向
―作文教育への提案―

不可

17B09 舘岡 日本語教師が学習者を捉え直す意義
―日本語を学習しているアルさんの語りと日本語教師である私の視点変容の過程から―

可

17B10 川上 JSL児童生徒のことばの力の伸長を図った支援のあり方
―JSL児童生徒の言語使用に着目して―

可

17B11 川上 「移動し続ける人生」から捉え直す日本語教育の役割
―SILSの「キコク」の事例から―

可

17B12 蒲谷 日本語の電子メールによる「再依頼コミュニケーション」におけるコミュニケーション主体の意識について 不可

17B13 佐久間 中国人日本語学習者の論説文の要約文における接続表現の課題 不可

17B14 舘岡 日本語体験を共有する場を創る
―「自分の言葉にする」ことを目指して―

可

17B15 川上 JSL児童の「読む力」をどのように育てるか
―読む過程の反応を重視する支援の試み―

不可

17B16:01～02 戸田 謝罪場面における中国語母語話者の日本語の音声表現及び意識 可 閲覧は本冊のみ
可。資料冊は不

17B17 蒲谷 「ラング文化」の再構築
―生成的な「待遇コミュニケーション教育」の構築を目指して―

可

17B18 蒲谷 日本国内の非母語話者日本語教師の教育観の構築とそのプロセスに影響するもの
―自己認識と実践に関与する他者が与える影響に着目して―

不可

17B19 舘岡 日本語学習におけるメディア利用の役割とあり方
―メディアに興味をもつ日本語学習者へのインタビュー調査から―

可
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請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2017年3月15日

17A01 小林 学習者の「教室外活動」から日本語の「学び」を考える
―モロッコの日本語学習者サークルを事例として―

不可

17A02 小宮 日本語ティーチング・アシスタント派遣プログラムの問題点と改善への提案 不可

17A03 蒲谷 自己認識と他者理解の往還による日本語教師の成長
―日本語教育実習生の教師観変容プロセスを中心に―

不可

17A04 川上 日本国外で育つ子どもたちの「ことばの学び」を支える実践とは何か
―補習校に通う子どもたちの「ことば」を捉える視点に着目して―

可

17A05 舘岡 「第二、第三の人生に日本語教師を選択した中高年」が日本語教育に関わる意味
―日本語学校における事例から―

不可

17A06 蒲谷 接触場面における雑談の分析
―留学生と日本語母語話者相互の意識から―

可

17A07 舘岡 個人主義的な環境における教師成長の課題
―若手新人教師たちのライフストーリーから―

不可

17A08 池上 言語交換の可能性
―他言語話者と日本語母語話者の対等な関係の構築をめざして―

可

17A09 舘岡 教師集団はどのようにして実践共同体となったか
―実践研究「卒業制作プロジェクト」における教師の協働をとおして―

可

17A10 小宮 日本語学習者による日本語自然会話中の終助詞の使用実態
―インドネシア語母語話者を対象として―

不可

17A11 川上 日本語を学ぶ子どもの「主体性」を支える年少者日本語教育実践
―子どもと同じく主体である支援者の「認識」に着目して―

可

17A12 池上 地域日本語教育における「社会」を問い直す
―当事者である定住外国人とともに行うアクションリサーチを通して―

可

17A13:01～02 戸田 発音学習の継続に繋がる要因は何か
―発音学習過程における動機づけに注目して―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料冊は不

17A14:01～02 小宮 中国人日本語学習者の文章産出における検索エンジンの使用実態
―作文に必要なサポートとは―

可 分冊あり

17A15:01～02 舘岡 教師は日本語学校で働く意味をどのように考えてきたのか
―協働で問題解決に立ち向かう教師たちの語りから―

不可 分冊あり

17A16:01～02 小宮 理工系留学生の数学講義動画視聴における困難点
―数学科出身の日本語教育専攻者による試み―

可 分冊あり

17A17 李 非漢字圏日本語学習者の語構成の理解
―三字からなる派生語に焦点をあてて―

可

17A18 川上 実践者の子どもに向ける「目」が形成される過程と実践に与える影響
―JSL生徒3名に対する実践を通して―

可

17A19 舘岡 日本語学校における「意味のある対話」への試みと課題
―学習者同士の対話を目指した実践授業からの考察―

可

17A20:01～02 小宮 日本語学習者の、出会いと別れにおける「あいさつ」の仕方とその意識
―「時間」「場面」「人間関係」の観点から―

可 分冊あり

17A21:01～02 舘岡 大学における日本語母語話者を対象とした日本語教育の実践にはどのようなモデルが考えられるか
―早稲田大学国際コミュニティセンター学生スタッフの意識変容を通じて―

可 分冊あり

17A22:01～02 蒲谷 初対面会話場面において自己開示の持つ意味
―会話内容と相手にもたらす印象との関係性について―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料冊は不

17A23 蒲谷 日本語教育における「男女ことば」に関する考察
―共通日本語の文末詞使用から―

可

7/38 ページ



17A24 戸田 ナ行音・ラ行音の知覚・生成混同における母方言の影響
―四川方言の成都・重慶方言の差異に着目して―

可

17A25 川上 「グローバル人」教育の観点にみる開放的な日本語教育としての海外日本語教育実践の意義
―自己エスノグラフィーと半構造化インタビューから―

不可

17A26:01～02 佐久間 大学院修士課程在籍者による日本語教育に対する意識の変化 △ 閲覧は本冊のみ
可。資料冊は不

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2016年9月15日

16B01 小林 日本語コミュニケーションにおける「言い訳」とは 可

16B02 舘岡 日本語教育を学ぶ意義とは
―日本語教師の道へは進まないことを決めた日本語教師養成課程修了生の語りから―

不可

16B03 池上 結婚移住して働くベトナム人女性が日本語を学ぶ意味
―妻のライフストーリーと自身の日本語教師としての省察から―

不可

16B04 川上 子どもが主体的に自分の言語活動をデザインする力を育む年少者日本語教育実践
―生徒の複言語を活かした支援の試み―

不可

16B05:01～02 舘岡 日本語教育に対する民間の助成活動に求められるものは何か
―公共性に根差した助成財団による日本語教育助成の意義を問う―

可 分冊あり

16B06:01～02 舘岡 EPA候補者を支えるネットワークとことばの学び
―インドネシア人介護福祉士候補者の事例を通して―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

16B07:01～02 佐久間 遠隔日本語教育における参加者の学びと意識の変容
―遠隔日本語交流から遠隔日本語教育へ―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

16B08 川上 「移動する子ども」にとって複数言語を使用する意義とは何か
―JSL高校生への複数言語による指導から―

可

16B09 戸田 中国語母語話者によるフォーカス発音の韻律的特徴と意図伝達に影響する要因 可

16B10:01～02 佐久間 日本語の雑談における談話展開の分析
―日本語母語場面と日中接触場面の比較―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

16B11 川上 「複言語とともに生きる」ことを創出する年少者日本語教育実践
―「ひとつのことば」はどのようにして育まれたのか―

可

16B12 蒲谷 日本語における言いさしに関する考察
―表現主体の意識から見る言いさを中心に―

不可

16B13 小林 教師自身の主体性から「日本語教師」の専門性を考える 不可

16B14 川上 「移動する家族」にとって「一時帰国」の意義とは
―「移動」によって ことばの力を育む「実践」―

不可

16B15 蒲谷 場面の変容に対するコミュニケーション主体の言語行為とその意識
―日本語のビジネスメールに着目して―

可

16B16:01～02 小宮 日本語学習者は類義語の意味概念を自ら見出すことができるか
―中国語母語話者を対象とした指導の試み―

可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2016年3月15日

16A01:01～02 戸田 発話速度に影響を与える要因についての考察
―日本語非母語話者の意識に着目して―

可 分冊あり
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16A02 蒲谷 インドネシアの日本語学習者と日本語母語話者が作成した日本語会話文に関する考察 可

16A03 蒲谷 同位者とのコミュニケーションにおける「配慮」に関する考察
―普通体基調のくだけた会話を対象に―

不可

16A04:01～02 蒲谷 日本語教師の「カウンセリング・マインド」に関する考察 △ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

16A05:01～02 戸田 「聞き返し」の表現意図と印象
―日本語学習者と日本語母語話者の会話場面―

可 分冊あり

16A06 鈴木 中国人日本語学習者における「～テモラウ」文の習得に関する一考察
―依頼機能を中心に―

不可

16A07 鈴木 日本統治下朝鮮における皇民というアイデンティティ強制付与の日本語教育について
―『普通學校國語讀本』からみる特性とその手法―

可

16A08 蒲谷 日本語における他者からの情報の伝え方に関する考察
―学習者にとっての困難点を探る―

可

16A09:01～02 舘岡 「日本人」学生と「留学生」の共生化を促す「日本人」への日本語教育
―「日本人」学生は「日本語の教室」においてどのように「留学生」と関わったか ―

不可 分冊あり

16A10:01～02 小宮 日本語学習者に提示するオノマトペ使用の場面
―共起語と使用場面のプロトタイプの調査から―

不可 分冊あり

16A11:01～02 佐久間 日本語教育の実習授業における日本語母語話者と非母語話者の教師による相づち使用の比較 不可 分冊あり

16A12 小宮 韓国人留学生の日本語会話における普通体に対する理解 可

16A13:01～02 蒲谷 依頼・断りメールにみる日本語話者の配慮について 不可 分冊あり

16A14 小宮 日本語教育語彙における類義動詞グループの様相 可

16A15 戸田 非母語話者日本語教師による音声教育に関する考察
―ベトナム人教師の韻律指導の実践を通して―

可

16A16 宮崎 日本語学習者にメタ認知ストラテジーの使用を促すための一考察
―日本語教師と日本語学習者へのインタビューから―

不可

16A17:01～02 小宮 外国人住民にとって災害時に必要な日本語支援
―東日本大震災における福島県の事例から―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

16A18 戸田 文字チャットにおける送信者の意図と受信者の解釈
―謝罪場面でのパラ言語と構成要素に着目して―

可

16A19 舘岡 インドネシア高等教育機関における日本語学習者の動機づけの変化
―語りから見る自己のあり方―

可

16A20 宮崎 日本語習得過程におけるネットワーク形成と社会参加
―在日インド人ビジネスパーソンの事例から―

可

16A21 川上 年少者日本語教育における授業参加支援の捉え直し
―子どもにとっての意味と支援者にとっての意味を考える過程から―

可

16A22 鈴木 中国語を母語とする超級日本語学習者の一字訓の習得について
―W大学大学院日本語教育研究科の大学院生に対する調査を通して―

不可

16A23 宮崎 キャリア・アダプタビリティの確立にみる海外大学日本語教育のキャリア教育的意義と可能性
―高等教育ユニバーサル化時代を迎えた台湾の事例から―

不可

16A24 鈴木 日本語オノマトペの性質に関する一考察
―食感表現のオノマトペの日中対照を中心に―

不可

16A25:01～02 戸田 中国語母語話者による拗音「ゅ」と「ょ」の発音混同
―混同の発生しやすい音声環境と学習者の意識―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

16A26:01～02 舘岡 日本語教師人生を歩む意味
―進退の狭間で揺れる教師のライフストーリー ―

可 分冊あり

16A27 舘岡 修士課程で日本語教育を学ぶ意義の探究
―在籍者のナラティヴをもとに―

可
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16A28 宮崎 定住外国人の介護の職場における現状と課題
―世界的経済危機以後、新たに介護の職に就いた日系定住外国人の事例から―

可

16A29 小宮 日本語学習者が映像作品から得る「発見」は何か
―ドラマ視聴による事例研究を通して―

可

16A30:01～02 川上 「日本語教育」のない学習補習教室の意味を問い直す
―質の高い協働的実践へ向けて―

可 分冊あり

16A31 宮崎 「見えない学習者」にとって日本語の学びとは
―あるペルー人の学習ストーリー ―

可

16A32:01～02 佐久間 日本語の講義における「話段」の指標としてのフィラーの機能 可 分冊あり

16A33:01～02 佐久間 日本語母語話者と日本語学習者のマンガのストーリーテリングにおける情報選択の比較 可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2015年9月15日

15B01 小宮 学習者は自身の日本語をどのように受け止めているか
―中国語を母語とする学習者の自己評価を通して―

不可

15B02 小宮 韓国語母語話者の日本語コロケーションに関する意識調査
―コロケーション学習のための基礎的研究として―

可

15B03 池上 教師間で実践知の共有を目指すことの意味
―ある日本語学校の教師らが共に探究した日本語教育実践から―

可

15B04 川上 日本語を学ぶ子どもに対する支援者の理解はどのように形成されるのか
―支援者の主観的判断である「とり」の動態性に着目して―

可

15B05 戸田 日本社会で活躍する非母語話者の音声戦略
―外国人歌手の日本語発音を中心として―

不可

15B06:01～02 蒲谷 日本語表現行為における表現主体の意識とその形成
―「自己の願望を満たすための気持ち」と「他者の期待に応えるための気持ち」とのバランスをめぐって―

可 分冊あり

15B07 池上 外国人技能実習制度における日本語教育の役割
―中国人技能実習生のライフストーリーから―

可

15B08 小宮 否定的な応答はどのように行なわれているのか 可

15B09 池上 多様な日本語教育実践者に必要なこととは何か
―地域の日本語交流活動に参加する母語話者の学びから考える―

不可

15B10 宮崎 日本の大学の英語課程に所属する留学生たちの日本語教育について
―早稲田大学英語課程から卒業した中国人留学生の語りより―

不可

15B11:01～02 戸田 中国語母語話者における分裂複合アクセント構造の習得研究
―２要素複合語を中心に―

可 分冊あり

15B12:01～02 佐久間 「クチコミ」における「不満表明」の文章構造類型の分析
―ホテルの利用客による「クチコミ」を対象に―

不可 分冊あり

15B13 池上 海外に赴任する日本語教師は現地の日本語教育にどのような関わりができるのか
―実践の内省と現地日本語教師との語り合いから―

可

15B14 川上 韓国の中等教育のあり方を考える
―複言語・複文化の時代を生きる二人のライフストーリーから―

不可

15B15 宮崎 企業における外国人労働者への日本語教育と企業価値
―在日ブラジル人の人材育成を事例として―

不可

15B16 池上 実践コミュニティにおける教師の成長
―ティーム・ティーチングを行う日本語学校の教師を事例として―

不可

15B17 宮崎 刑事施設における日本語教育は誰のためのものなのか
―外国人受刑者に対する日本語教育の現状と課題―

不可
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15B18 川上 ソビエト連邦崩壊後のロシアにおける日本語教育観を考察する
―ロシア人日本語教師への調査をもとに―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2015年3月15日

15A01 小宮 日本語教材として見るアニメの現状と可能性
―教師からの視点を中心に―

不可

15A02:01～02 佐久間 日本語教育における古典文法教材の分析 可 分冊あり

15A03 池上 ある在仏日本語学習者の語りから再考する支援者の役割
―アイデンティティ形成としての学びを捉える視点から―

可

15A04 川上 日本語を学ぶ高校生にとって知的に挑戦的な日本語教育実践とは何か
―対話に着目して―

可

15A05 小林 「ことばの学び」としての「日本語学習」へ
―プライベートレッスンにおける学習者の「気づき」を事例に―

可

15A06 池上 JSL児童に対する学級担任の認識は何によって変わるのか
―小学校現場でJSL児童の支援に携わる学級担任経験者へのインタビュー調査から―

可

15A07 池上 韓国民間日本語学校講師に求められる講師としての「自覚」の確立
―自らの立場の安定を目指して―

可

15A08 小林 テキスト情報及び非テキスト情報を活用した「読む行為」
―日本語学習者がマンガを読む際の事例研究に基づいて―

可

15A09 宮崎 ドイツ高等教育機関のCEFR実践における課題と提言
―教師の意識と実践の変容から―

可

15A10 池上 日本語の授業活動の具現化過程に教室空間はどのように関わるか
―「ボランティア参加者」が捉えるクループ活動の諸相―

可

15A11 蒲谷 対称詞に見られる表現主体の意識と言語形式との関係
―LINEを媒介とした非対面コミュニケーションを中心に―

可

15A12:01～02 宮崎 複言語・複文化能力を持つ学習者にとっての日本語学習経験の位置づけ
―NIS諸国のコーカサス地方を例に―

不可 分冊あり

15A13 小宮 教室外における留学生の学習リソースの使用
―実態を基にした留学生支援のために―

可

15A14 池上 実践知の探究を通して考察したメンタリングの意味
―日本語学校における新人教師との対話的インタビューより―

可

15A15 宮崎 日本から赴任する日本人日本語教師が現地人日本語教師との協働において持つべき視点とな何か
―ウズベキスタンの日本語教師の意識とその位置づけに着目して―

可

15A16 小林 日本語教育において「交流」が表しているもの
―学会誌掲載論文および授業シラバスに対する調査から―

可

15A17:01～02 蒲谷 日本語によるEメールに対する読み手の「評価」の考察
―「一斉送信メール」を対象として―

可 分冊あり

15A18:01～02 佐久間 日本語母語話者の雑談における接続表現の出現傾向 不可 分冊あり

15A19 宮崎 セカンドキャリア形成における日本語教育の役割
―元外国人力士のライフストーリーから―

不可

15A20 宮崎 新疆ウイグル自治区の民間日本語学校における留学前教育に必要な意識とは何か
―教師と学習者へのナラティブ・アプローチから―

可

15A21 池上 多様な背景を持つ子どもを含んだ年少者日本語教育のあり方を考える
―定時制高校で出会った若者・アヤの語りを通して―

可

15A22 小林 日本語教育における読解教育再考
―学術論文の読解過程における「読めない」「わからない」を手がかりに―

可
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15A23 宮崎 日本語母語話者の「評価」の問い直し
―非母語話者の日本語を評価する活動を通して―

可

15A24 小宮 日本語学習者は語と語の結びつきをどのように捉えているのか
―中上級日本語学習者の意識から見えてくること―

可

15A25 宮崎 eラーニングを制作するために必要な視点および項目と理想の学びの形
―インフォーマル・ラーニングとしてのマス教材制作者の語りから―

可

15A26 小宮 第二言語の感情語への理解
―韓国語母語話者による日本語の「いらいらする」と「残念だ」への解釈―

可

15A27 小宮 教師同士の対話から日本語学校の成長の可能性を探る 可

15A28:01～02 戸田 人間関係に配慮が必要な場面における音声表現と聞き手による評価 △ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

15A29 宮崎 元日本語教師の人生における日本語教育経験の意味
―現初等中等教育教員のライフストーリーから―

可

15A30 宮崎 中国の「大衆教育型本科大学」で日本語を専攻した大学生の「日本語経験」プロセス
―卒業生のインタビューから―

不可

15A31 川上 フリースクールの独自教材を活かす日本語支援のあり方
―構想から使用までの支援者の意識に着目して―

可

15A32 小林 在籍生徒の「ことばの学び」にみる定時制教育の可能性 可

15A33:01～03 佐久間 日本語教育学における研究論文の要旨の文章構造の研究 不可 分冊あり

15A34:01～02 蒲谷 日本語のコミュニケーション主体が捉える「敬語」「敬意」「親しさ」の相互関係
―待遇コミュニケーションの視点から考える―

可 分冊あり

15A35 池上 日本語教育実践に関わる者は参加者をどのように捉えるべきか
―タイのホームステイプログラムに関わる「日本語教育経験のない」ある支援者の語りを通して考えたこと―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2014年9月15日

14B01 佐久間 列挙型論説文における列挙表現と文章構造に関する研究 不可

14B02 小林 日本語母語話者会話における発話権の取得
―選択されていない会話参加者が次話者になるとき―

可

14B03 小林 日本語教師の語りに現れた「人的リソース」
―タイ国高等教育機関の日本語教師へのインタビューを事例として―

不可

14B04 川上 「自信」を育む年少者日本語教育実践
―ことばのやりとりの質に着目して―

可

14B05 鈴木 中国人学習者を対象にした速読教育の可能性
―漢字の諸機能から考察する―

不可

14B06 鈴木 海外の高等教育機関における専門日本語教育現場について
―カナダとスペインの大学に見るニーズ分析―

可

14B07 佐久間 日本語のEメールの謝罪文の構造分析
―タイ人日本語学習者の課題―

可

14B08:01～02 戸田 日本語教師の音声教育観と音声教育観を形成する諸要因 △ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

14B09 池上 学習者の学ぶ姿が教師や支援者に示唆するもの
―「孤立環境」における学習者へのインタビュー調査から―

可

14B10 鈴木 日本語初級総合教科書に認められるイデオロギーに関する調査と考察
―民族・性別・母語話者性をどう捉えるかの分析を中心に―

可
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14B11 宮崎 地域の企業が日本語教育に求めるもの
―CSRとダイバーシティ経営の中で―

可

14B12 池上 日本語教師が学生との語りを通して学んだこと
―韓国人留学生ビョンジンと私のライフストーリーから―

可

14B13 蒲谷 話し合いにおける緩和表現に関する研究
―日本語母語話者と超級日本語学習者の比較に着目して―

不可

14B14 宮崎 循環型アーティキュレーションによる日本語学校留学生支援
―ベトナム人の留学プロセスに注目して―

不可

14B15 池上 日本語教育における母語話者と非母語話者間の「序列化」を見直す
―日本国内の非母語話者教師の学習経験と実践経験を手がかりに―

可

14B16 川上 「移動する子ども」の経験から生きる力を育む日本語教育の視点とは何か
―ブラジルで継承語学習者として捉えられていた子どもの語りから―

可

14B17 佐久間 韓国人日本語学習者による要約作文の問題と可能性 不可

14B18 池上 初級学習者はどのように日本語と向き合い「自分の気持ち」をことばへと繋げるのか
―ある学習者への「ダイアリー学習」を中心とした支援からの考察―

可

14B19 戸田 日本語学習者におけるイントネーションとパーソナリティ印象
―平坦上昇調を通して―

不可

14B20 蒲谷 日本語学習者における表現上の「ためらい」に関する考察
―学習者の語りからその様相・要因・変容を探る―

可

14B21 池上 留学生の「学び」を支える日本語教育
―日本語学校を媒介とした教師と学生の共構築の物語から―

可

14B22 宮崎 世界市民における日本語教育
―思考と公共性を手掛かりに―

可

14B23 川上 日本語学習者の立場から規範意識を再考する
―自分自身の経験を振り返って―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2014年3月15日

14A01 小林 日本語教育のための日韓対照研究
―語順と成分に注目して―

不可

14A02:01～02 宮崎 日本に在留する日本語学習者に対する心理的援助の現状と実践
―多様な日本語学習者を対象として、日本語教育学において心理学的手法がどのように役に立つのか―

可 分冊あり

14A03 池上 学習者が日本語を意味づける過程から見える日本語教育のあり方
―「日本語グラフ」とインタビューによる考察より―

可

14A04 川上 「移動する家族」とことば、そして、家族のかたち
―タイ在住の2つの家族の語りから―

可

14A05 戸田 企業の採用担当者は日本語学習者の自己PRの音声をどう評価するか 可

14A06:01～02 蒲谷 日本語の会話におけるスピーチレベルの仕組みとその調整の様相 可 分冊あり

14A07:01～02 川口 ゼロ初級日本語教室における「対話」
―日本語教育実践と談話分析・インタビュー調査

可 分冊あり

14A08 小林 韓国語母語話者のための語彙教育
―日本語の「実は」と韓国語の「シルン」を例に―

可

14A09 池上 伝え合う体験が育む日本語教育を求めて
―学習者はコミュニケーションに対する考え方をどのように変化させていったのか―

可

14A10 川上 複言語環境を生きる人は、どのような言語意識を持っているか
―日常生活における使用言語と「ミックス」に着目して―

可
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14A11 小宮 ベトナム人留学生に対する日本語教育のための基礎的研究
―沖縄県の日本語学校に通う学習者を対象にして―

可

14A12 池上 日本語教育における「留学」の意味
―寮で生活する留学生へのインタビューから―

可

14A13 川口 日本語教育における視覚教材の役割 不可

14A14 小宮 コミュニケーションにおける背景知識の重要性
―留学生の科目登録を例として―

可

14A15 宮崎 学習者の情態変容から考える自律性支援
―デンマークにおける日本語学習の事例―

不可

14A16 小宮 中国人日本語学習者における漢字語の「音」と「意味」の連結を強化する方法の模索 可

14A17 宮崎 生徒の意識から探る中国中等教育段階での日本語学習の意義
―卒業生へのインタビューから―

可

14A18 宮崎 異領域に接する日本語教育の在り方を考える
―外国人介護福祉士受け入れ施設での実践を例としてー

可

14A19 池上 学習の場が育むことばとは何か
―青年と教育支援者の間に生まれた「つながり」に着目して―

可

14A20 戸田 中国語を母語とする日本語学習者と日本語の文末イントネーション 可

14A21 小林 名乗る際に用いられる言語形式
―電子メールの冒頭に注目して―

可

14A22 小林 日本語論文の読解力向上に必要な支援
―コーパスを用いた言語実態調査と読解プロセスに関するインタビュー調査に基づいて―

可

14A23 宮崎 産学官連携における日本語教育支援の一考察
―墨田区Ｂ夜間中学での参与観察から見えてきたもの―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2013年9月15日

13B01 池上 母語や文化背景の異なる他者と地域で共に生きることについて考える
―ある日本語教室運営者の意識変容を通して―

可

13B02 舘岡 日本人帰国生の複数言語への意味づけのプロセス
―日本人帰国生のライフストーリーから「ことばの教育」に必要な視点を考える―

不可

13B03 池上 地域日本語教育における「日本語教育実践」を捉え直す
―多様な背景を持った支援者が関わることの日本語教育の構築を目指して―

可

13B04 舘岡 答えを提示しない授業において学習者は何を学んだのか
―＜正しい答え＞への執着に焦点を当てて―

不可

13B05:01～02 小林 自律的に「書く」ために必要な支援とは何か
―日本語入力と検索リソースに注目して―

可 分冊あり

13B06 宮崎 自律学習における学習アドバイジングの位置づけとその意義
―ある日本語学習者に対する学習アドバイジング実践例から―

可

13B07 小林 相互行為の立場から言語・非言語行動を再考する
―コミュニケーションにおける「笑い」を手がかりに―

可

13B08 川口 JSL高校生の日本滞在における日本とのつながり方
―あるJSL高校生への日本語支援を例に―

不可

13B09 戸田 韓国人日本語学習者の発音学習過程における動機づけ 不可

13B10 蒲谷 ビジネス関係者の敬語表現に関する運用意識と教育への要望 不可
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13B11:01～02 宮崎 一般日本人は自身の「評価観」をどのように問い直すのか
―他者の「評価」に対する語りに着目して―

不可 分冊あり

13B12:01～02 川口 日本語教育における効果的な教師のノンバーバルサイン
―初級学習事項の意味説明時と教室活動の指示時に着目して―

可 分冊あり

13B13 戸田 ベトナムの大学における日本語音声教育の考察
―支援者として関与した実践を通じて―

可

13B14 蒲谷 コミュニケーション活動型授業における学習者の異見表明行為について
―学習者自身の内省に焦点を当てる―

不可

13B15:01～02 蒲谷 「あいづち行為」を意味づけていくコミュニケーション主体の語りに関する考察
―「あいづち行為」に関する学習及び教育を模索するため―

可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2013年3月15日

13A01 佐久間 日本語の雑談における反復表現の談話展開機能
―韓国人中級日本語学習者の使用傾向―

不可

13A02 川上 「移動する子ども」だった教師が言語教育実践を行う意義
―日中バイリンガルの子どもの言語教育に携わる教師の事例から―

不可

13A03:01～02 佐久間 ターンの獲得の仕方とその働きに関する研究
―英語母語話者の日本語会話を通して―

可 分冊あり

13A04 戸田 日本語学習者の音声習得に対する意識の考察 可

13A05 川上 JSLの子どもが主体的に学べる読み書き支援のあり方
―子どもと支援者による＜他者＞を取り入れた文脈作りをもとに―

可

13A06 舘岡 日本語学校の日本語教師が抱く葛藤とその対処
―対話的構築主義アプローチに基づく語りの分析と授業観察から―

可

13A07 蒲谷 教室を構成する主体の歴史的文脈に位置づけられる教室実践
―「にほんご わせだの森」を事例として―

可

13A08:01～02 蒲谷 日本語による「断り」に関する「待遇コミュニケーション」の意識
―韓国人日本語学習者の「断り」を中心に―

可 分冊あり

13A09 宮崎 初級日本語学習者の自律学習を促すための試み
―他者を通した学習プロセスへの意識化の効果―

可

13A10:01～02 戸田 日本語学習者の縮約形使用意識に影響する諸要因 可 分冊あり

13A11 蒲谷 日本語学習者はどのように日本語生活における困難を乗り越えようとしているのか
―「学習者が語った困難」に注目して―

可

13A12 川上 日本語を学ぶ子どもの在籍クラスへの参加を支える支援
―社会との関係の中で変化する子どもの「声」に注目して―

可

13A13 川上 高校日本語教育における「キャリア教育」のあり方
―日本語を学ぶ子どもたちの「言語意識」に着目して―

可

13A14:01～02 宮崎 オンライン・ソーシャル・ネットワークにおける日本語教育
―YouTubeチャンネルの第二言語習得実践コミュニティとしての分析―

可 分冊あり

13A15 池上 言語教育観の意識化と自己変容
―過去・現在・未来を結ぶ自分誌実践の試み―

可

13A16 川上 JSLの子どものことばとアイデンティティの課題
―日本語話者というアイデンティティの可能性を巡って―

可

13A17 細川 再生と発見を語り直す
―表現活動における沈黙の意味―

可

13A18 舘岡 社会的ネットワークの構築は日本語学習者にどのような影響を及ぼすか
―実践を透明性(transparency)の観点から考える―

可
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13A19 小林 日本語教育のための対照研究
―母語の異なる学習者の終助詞習得を手がかりに―

可

13A20 細川 基準価値適応の強迫感を乗り越える
―自律的で創造的な行動へ向けて―

可

13A21 戸田 台湾人日本語学習者の発音における自己モニター
―そのプロセスにおける問題点および問題解決に向けての行動―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2012年9月15日

12B01 川上 生の中でくり返し位置づけられる「ことばの学び」
―「移動する子ども」である私の自己エスノグラフィーから―

可

12B02:1～2 細川 日本語教師の学び合いの場としての協働実践を目指して 不可 分冊あり

12B03 戸田 韓国の大学における日本語の発音指導について
―日本語学習者と日本語教師のビリーフを中心に―

可

12B04 川上 子どもの不安に耳を傾け、自信を育むことばの支援
―聴くということを手がかりに―

不可

12B05 小林 日本語学習者のミステイクが持つ意味
―口頭発話に見られる「言葉の候補を挙げる」現象から―

可

12B06:1～2 蒲谷 日本語における「指示コミュニケーション」に関する考察
―日本語母語話者と中国人日本語学習者を対象として―

不可 分冊あり

12B07 蒲谷 コメント活動に関する考察
―日本語教育実習におけるコメントを通じて―

可

12B08 宮崎 日本語教師の役割を問う
―日本語学習の捉え直しから見えてきたこと―

不可

12B09 細川 言語教育観の形成を考える
―ことばを学ぶ過去と現在を描く自分史の分析から―

可

12B10:1～2 蒲谷 韓国人観光ガイドに対する「待遇コミュニケーション教育」に関する考察
－日本語案内を対象とした日本語母語話者の評価を通じて－

不可 分冊あり

12B11 舘岡 非「日本語使用環境」を超えるとはどういうことか
―タイ人学習者が自分の将来を語る「わたしの日本語プロジェクト」の試みから―

不可

12B12 舘岡 非母語話者日本語教師と母語話者日本語教師がともに日本語教育実践を創造するために必要な視点とは何か
―タイ人日本語教師のライフストーリーから―

可

12B13 池上 「社会参加」を支えるために日本語教育に必要な視点とは何か
―地域の日本語教育活動における外国人参加者の「在りたい姿」をめぐって―

可

12B14 宮崎 「社会実践としての日本語教育」を考える
―外国人介護従事者に対する日本語教育現場から、「社会」と「実践」の関わりを問い直す―

可

12B15 池上 地域日本語教室において実践の変容を支える要因は何か
―ボランティアたちの実践に対する意味づけに注目して―

不可

12B16 小林 述語として用いられる「あれ」の考察
―会話分析の手法を用いて―

可

12B17 川上 親、教師、支援者との関係性から探る子どもの主体性とことばの学び
―複数言語とともに生きる力を育む年少者日本語教育―

可

12B18 舘岡 日本語学習者である「わたし」はどのように日本語を意味づけるのか
―中国人日本語学習者のライフストーリーから―

可

12B19:1～2 小林 日本語学習者はフィードバックをどう活用するか
―中級の作文授業を事例として―

不可 分冊あり

12B20 戸田 中国人学習者の日本語発音における自己モニター行動 可
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請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2012年3月15日

12A01 小林 日本語教育における「てくる・ていく」の扱い
―前接する動詞を手がかりに―

不可

12A02 宮崎 オーストラリアにおける高校生の日本語学習の中断要因に関する一考察 可

12A03 川上 ことばの学びと認識の関連から探る日本語教室のあり方
―JSLの子どもと支援者が共に「自分らしさ」を見出す場へ―

可

12A04 池上 高校留学生の「ことばの学び」を支援する日本語教育とは何か
―実感に支えられた日本語使用経験の構築をするために―

可

12A05 舘岡 新人日本語教師の成長には何が必要なのか
―日本語学校に勤務する新人教師たちのライフストーリーから―

可

12A06 小林 日本語学習者は語をどのように自らのことばの体系の中に位置づけていくか
―品詞の認定に注目して―

可

12A07 舘岡 「書く」行為がもつ対話性
―日本語学習者の「書き直し」の背景を探る―

可

12A08 川上 親であり実践者である「私」が捉える「移動する子ども」のことばの発達過程
―相互構築的なことばの力の育成を目指す日本語教育の意義―

可

12A09 舘岡 テキストを読んで語り合う授業のエスノグラフィー
―社会文化的アプローチからみた「読み」におけるテキストの役割とは何か―

可

12A10 戸田 音声学習経験から見た日本語学習者の発音不安
―中国語母語話者の上級学習者の意識を中心に―

不可

12A11 舘岡 「ことば」の生成が意味するもの
―日本語教育支援における「自己」をめぐるやりとりから―

可

12A12 小林 日本語授業における学習者の媒介語使用の意義と役割
―教室の展開から考える―

可

12A13 池上 職場における日本語教育の場の存在意義
―難民を雇用するネイルサロンにおける実践から―

可

12A14:01～:02 川口 日本語教育におけるタンデムの可能性
―日独間遠隔タンデムに着目して―

可 分冊あり

12A15 池上 JSL児童に関わる学校教員と日本語指導員の役割
―子ども理解と相互の連携をめざして―

可

12A16 細川 自分で立てた問いに答えを出す学習の意味
―私にとって日本語教育とは何か―

不可

12A17 細川 日本語教師養成は何をめざすか
―内省能力育成から、場づくりの体験へ―

可

12A18 川口 パラグアイにおける継承日本語教育の在り方とは
―E日本語学校を事例として―

可

12A19 川上 ＪＳＬ高校生のライフコースを支えるための日本語教育の在り方
―日本語を学ぶ意味を共に考える実践から―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2011年9月15日

11B01 吉岡 ニュージーランドの高等学校における日本語多読に関する研究
―多読教材選択のためのガイドライン―

不可
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11B02 舘岡 教師主導型授業に慣れた学習者を対象とする協働学習の可能性
―ある中国人日本語学習者の学習観の変容から―

可

11B03:1～2 川口 「対話」が教室にもたらすもの
―ある日本語学校における「実践研究」を通じての考察―

可 分冊あり

11B04 川口 学習者の「現実」と日本語教育
―日本語教育における「日本語」と「教育」の統合を目指して―

可

11B05 舘岡 他者との協働による自己形成とことばの学び
―モロッコ人日本語学習者の変容の軌跡をたどる―

可

11B06 宮崎 学習者のメタ認知能力を生かした日本語授業の位置づけと意義
―「わたしのにほんご」プロジェクトの例から―

可

11B07 蒲谷 日本語における「ウチ・ソト」に関する研究
―「待遇コミュニケーション教育」の観点から―

可

11B08 舘岡 実践での悩みから初任教師教育を見直す
―韓国の中学校日本語教師を対象に―

不可

11B09:1～2 小宮 非意図的な事柄を表す自他動詞に関する研究
―日本語、韓国語、韓国人日本語学習者の日本語の比較―

可 分冊あり

11B10 小林 日本語教育におけるバリエーションの扱い
―「ておく」類と「とく」類の使い分けを手がかりに―

可

11B11:1～2 川口 日本語教育における遠隔教育の可能性とその意義
―スウェーデン・ダーラナ大学の事例から―

可 分冊あり

11B12 戸田 日本語学習者の「気持ちを伝える音声」と聞き手による評価
―「申し訳なさ」を中心に―

可

11B13 舘岡 自己実現に向かう外国語学習はどうあるべきか
―｢バブル・ワールド｣に住むビジネスパーソンの日本語教育を考える―

可

11B14 川口 JSL高校生の自律学習を目指した支援からの考察
―内発的動機によって促される漢字学習支援―

可

11B15:1～2 蒲谷 敬語コミュニケーション学習者の意識と行為の変容に関する考察
―在日中国語母語話者の事例から―

可 分冊あり

11B16 戸田 広東語母語話者の促音の知覚と生成
―広東語の「入声（にっしょう）」による影響を中心に―

可

11B17 戸田 日本語音声教育実践における学び
―非母語話者実習生へのインタビュー調査を中心に―

可

11B18 細川 学習者の「言いたいこと」を引き出す
―初級前半活動型日本語クラスでの教師の役割と立場に関する考察―

可

11B19 戸田 シャドーイングと日本語学習者の心理面の変容
―動機づけを中心とした「楽しいシャドーイング」へ―

可

11B20 川上 実践者の「経験」から探る年少者日本語教育実践
―「ことばの力」はどのように見立てられるのか―

可

11B21 宮崎 「ことばの力の育成」を軸とした協働が生みだしたもの
―A夜間中学における筆者と教員の日本語教育協働実践から―

可

11B22:1～2 小宮 中国人日本語学習者における日中同形類義動詞の連語の習得
―上級の学習者を対象に―

可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2011年3月15日

11A01 池上 「個から社会へ」とつながる「ことば」の活動の教育的活動とは
―「07秋わせだの森」という場の形成過程と意味から―

不可

11A02 川上 「移動する子ども」だった私から年少者日本語教育実践を捉え直す
―自分にとって意味のあることばの学びを目指して―

不可
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11A03 池上 外国人参加者にとって「対話」を起こす活動にはどのような意義があるか
―「にほんごわせだの森」での実践を通して―

不可

11A04 細川 言語教育実践における振り返りとは何か
―教育観の意識化と学びの捉えなおし―

可

11A05 宮崎 「EPAによる看護師候補者の受け入れのあり方」
―栃木県N町H病院における日本語支援の事例から―

可

11A06 戸田 日本語アクセント教育のための表記法について
―韓国人日本語学習者を対象とした調査から―

可

11A07:1～2 蒲谷 日中接触場面の「相談」における「アドバイス」の研究
―「配慮」の観点から―

不可 分冊あり

11A08 川上 移動する子どもが書くことを通して学ぶことばの力
―関係性構築を目指した年少者日本語教育―

可

11A09 蒲谷 電話会話における聞き返しに関する考察
―接触場面の電話会話を中心に―

不可

11A10 池上 JSL中学生に必要なことばの捉えなおしから考える実践者の役割
―生徒の視点から学びを支える日本語教育実践をめざして―

可

11A11 戸田 パラ言語情報の伝達と日本語教育
―コンテクストにおける言語化と音声の調整―

可

11A12 池上 日本語教育におけるパラダイムシフトの捉えなおし
―日本語教師の意識と役割に関する考察から―

可

11A13 池上 地域の多様な学習者に対する日本語教育に必要な視点とは
―韓国人駐在員配偶者の日本語に関する意識から―

可

11A14:1～2 小宮 日本語の名詞と動詞のコロケーションの習得における学習環境の影響
―中国語を母語とする日本語学習者の場合―

不可 分冊あり

11A15 舘岡 ベテラン韓国人日本語教師のライフヒストリーから見る教育観と実践変容の軌跡
―韓国の日本語教育の新しい展開を目指して―

可

11A16 小宮 日本語学習者のための複合動詞の学習語彙の選定
―『テレビ放送の語彙調査』をもとに―

不可

11A17 池上 参加者の「主体性」を生かす「日本語活動」とは何か
―親子日本語サークル「にほんごあいあい」の実践から見えたこと―

可

11A18 戸田 日本語学習者と日本人参加者による音声学習活動
―両者にとっての意義―

可

11A19 舘岡 学習者は教室でどのようにことばを学ぶか
―協働的学習型活動日本語クラスに参加する学習者の語りから―

可

11A20:1～2 小林 日本語学習者による連体修飾表現の習得状況
―KYコーパスを対象に―

不可 分冊あり

11A21:1～2 川口 漢字学習の実践研究から捉え直した「自律性」と教師の役割 可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2010年9月15日

10B01 小林 人文科学系学術論文における「と考えられる。」と「と思われる。」の使いわけ
―日本語教育学および日本語学を中心に―

不可

10B02:1～2 佐久間 日本語の初対面の談話における応答表現の話題展開機能
―韓国人中級日本語学習者と日本語母語話者との比較―

可 分冊あり

10B03:1～2 佐久間 中・上級段階の中国人日本語学習者の作文における接続表現の分析 不可 分冊あり

10B04 池上 外国につながる子どもは「葛藤」を乗り越える力として「ことば」をどのように獲得したか
―「川崎市ふれあい館・中高生学習サポート」での日本語支援を通して―

可
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10B05:1～2 舘岡 マレーシア高専予備教育プログラムの教育的意義を捉え直す
―看過されていた教育を多言語社会の学生の学びのプロセスに探る―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

10B06:1～2 蒲谷 「不同意コミュニケーション」に関する研究
―「配慮」を中心に―

不可 分冊あり

10B07 小宮 ソフトウェア開発における外国人エンジニアのための専門用語
―中国人エンジニアを中心として―

可

10B08:1～2 蒲谷 日本語学習者の電子メール作成過程における調整行動 可 分冊あり

10B09 吉岡 ビジネス日本語教育における習慣、行動、思考様式に関する一考察
―教科書分析、インタビュー調査を通して―

不可

10B10:1～2 蒲谷 「指示コミュニケーション」に関する考察
―韓国語教師としての日本語学習者の意識を中心に―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

10B11 戸田 発音表記法による音声への影響
―ベトナム語母語話者を中心に―

可

10B12:1～2 蒲谷 普通体使用場面における意図的な敬語使用について △ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

10B13 鈴木 中国語を母語とする日本語学習者のための日中同形二字漢字語の研究
―スル動詞・ナ形容詞の分類を中心に―

可

10B14 宮崎 継承語教育と外国語教育のフロンティアにあるアルゼンチンの年少者遺産日本語教育
―日系コミュニティのブエノスアイレス日亜学院の事例を中心に―

可

10B15 川口 ティームティーチングにおける教師同士の相互理解
―コミュニティが「機能」した教育への一考察―

可

10B16 佐久間 日本語のテレビ対談の談話における相づちの「はい」と「ええ」の展開機能の分析
―中級段階の台湾人日本語学習者の相づち使用の問題点―

不可

10B17 宮崎 在日中国朝鮮族の三言語使用の意識とアイデンティティ
―ライフヒストリーの語りからみえたもの―

不可

10B18 小宮 「日本語学習者のための慣用句リスト」の作成
―「日本語教育基本慣用句二〇〇句」を基に―

不可

10B19 川口 文脈から見たテシマウ文型の用法
―中国人学習者の使用意識調査から―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2010年3月15日

10A01 川上 子どもと支援者が「ともに学び成長する」年少者日本語教育
―「ポートフォリオ」を活用した日本語教育実践をもとに―

可

10A02 小林 日本語会話における次話者選択
―母語と日本語レベルに注目して―

不可

10A03 川上 親とボランティアが創る継承日本語教室の「意義」と「可能性」
―タイの教室に参加してきた経験から―

可

10A04 川口 SAPLと「個人化」を中心とした会話指導
―初級日本語学習者における実践研究―

可

10A05 宮崎 言語政策の行為者としての日本語学習者に関する一考察
―ウズベキスタンの事例より―

可

10A06 戸田 韓国人学習者の外来語発音の傾向
―日本語母語話者の聴覚印象に基づいて―

可

10A07:1～2 小宮 中上級日本語学習者の話し言葉の使用語彙
―初めて使った語の使用状況を中心に―

可 分冊あり

10A08 鈴木 中国語母語話者に対する終助詞教育の研究
―「よ」と「ね」を中心に―

可
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10A09 川上 年少者日本語教育における「実践研究」の意味を考える
―JSL中学生への日本語支援実践を通して―

可

10A10 宮崎 アラビア語母語話者の日本語学習過程における母語干渉の研究
―母語および母文化の干渉による誤用プロセスを中心に―

可

10A11 吉岡 中国の日本語教科書における接続詞についての研究
―因果関係を表す「だから」「それで」「そこで」を中心に―

可

10A12 蒲谷 中国の大学におけるビジネス日本語教育の在り方
事例から提案へ

不可

10A13 池上 「個」からはじまる関係性を目指して
―「にほんごわせだの森」における「ことば」の捉え直しから見えたこと―

可

10A14 池上 年少者日本語教育に求められるコーディネーターの役割
―ことばの課題への意識化を促す；三重県鈴鹿市の事例分析から―

可

10A15 川口 韓国の学校日本語教育における「コミュニカティブ・アプローチ」について
―ホリスティック教育論の観点から―

可

10A16:1～2 蒲谷 断り行動における認識の変化に関する考察
―韓国人日本語学習者の認識の変化に着目して―

可 分冊あり

10A17 蒲谷 接触場面における不満コミュニケーションに関する考察
―同性の親しい友人関係を中心に―

不可

10A18:1～2 吉岡 日本語教育における敬語指導に関する一考察
―初級および中級教科書の分析を通して―

不可 分冊あり

10A19 川口 初級総合教科書の会話における登場人物研究
―「文脈化」された教材作成への手がかりとして―

可

10A20 小林 日本語教育が相互行為能力の育成を重視した会話教育へシフトするための基礎研究
―タスク達成型でない会話におけるノダガ類の役割に注目して―

可

10A21 細川 関係性としてのアイデンティティをめざす
―言語教育における自分誌活動の可能性―

可

10A22 宮崎 日本語学校における自律学習能力の育成
―学習者の自律に向けた学習意識化活動の試み―

可

10A23 戸田 韓国人日本語学習者の日本語リズムの生成に関する一考察
―特殊モーラとその位置による生成を中心に―

可

10A24 宮崎 言語交換参加者はどのように双方の自己実現を達成したのか
―接触場面参加者全員が学ぶべき「協働リテラシー」の理論構築へ向けて―

不可

10A25 川上 実践者と子どもの関係の中で育む「ことばの力」
―遠隔日本語教育実践を通して―

不可

10A26 舘岡 留学生は「進学予備教育機関としての日本語学校」をどのように意味づけているのか 可

10A27 細川 クラス活動の在り方を意味づける相互行為と合意形成
―学習者による相互自己評価の方法をめぐる検討から―

可

10A28:1～2 蒲谷 仕事上の日本語コミュニケーションにおける待遇意識に関する考察
―日本企業の元留学生社員の事例から―

不可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2009年9月15日

09B01 細川 自分を捉えなおす言語教育
－総合活動型日本語教育クラス活動の考察を通して－

不可

09B02 宮崎 JFL高校生の異文化体験と日本語教育についての一考察 可

09B03 吉岡 中国の日本語教科書における「てもらう」文についての研究 可
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09B04 蒲谷 依頼のＥメールにおける「前置き表現」及び「後置き表現」の使用とその意図 可

09B05 佐久間 公的な謝罪文における文の機能による文章構造の分析 可

09B06 池上 多様な参加者が地域日本語教室に集う意味
－参加者の視点を通したインタビューからの考察－

可

09B07 宮崎 LD（学習障害）をもつ日本語学習者に対する教師の意識と対応についての事例研究 可

09B08 舘岡 海外の日本語教育機関で活動する日本人教師の役割
－日本語の使用環境から孤立した地域での活動環境整備のあり方を見直すために－

可

09B09:1～2 蒲谷 職場での対人葛藤とアサーション
－目上の相手に意見を言う場面を中心に－

可 分冊あり

09B10 宮崎 地域の日本語教室における文字学習支援
－生活場面を利用した活動の実践から－

可

09B11 小林 終助詞「かな」の語用論的考察
－FTA補償マーカーの機能を中心に－

可

09B12 川口 読解授業における「批判的読み」意識の形成
－協働的学習を通しての考察－

可

09B13:1～2 川口 日本語教育における「〈表現〉シラバス」作成のための一考察
－「可能の表現」の文脈化を通して－

可 分冊あり

09B14:1～2 吉岡 日本語教材における「前置き表現」の考察
－韓国の総合日本語教材の「会話」を中心に－

不可 分冊あり

09B15:1～2 吉岡 台湾の日本語教科書における指示表現「お～ください」についての研究 不可 分冊あり

09B16 宮崎 非漢字圏出身中級後期日本語学習者の読解過程における個別的特徴
－漢字理解と文章理解の関連性からの分析－

可

09B17 小林 日本語学習者における形式名詞「の」「こと」の習得
－ベトナム語母語話者の場合－

不可

09B18 戸田 ブルガリア人日本語学習者における日本語アクセント生成 可

09B19 宮崎 スウェーデン人短期留学生の日本語学習環境に関する事例研究 可

09B20:1～2 川口 韓国人中級日本語学習者を対象とする漢語指導のための漢語対照リストの作成
－「スル動詞」・「hada動詞」に使用される漢語を中心に－

可 分冊あり

09B21 舘岡 日本語学習者は日本語の授業をどのように経験するのか
－協働的学習活動への意味づけと参加をめぐって－

可

09B22 佐久間 新書の論説文における接続表現の文脈展開機能 不可

09B23:1～2 蒲谷 海外における待遇表現教育に関する考察
－ロシアにおける問題点と課題、実践方法への提言を中心に－

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2009年3月15日

09A01:1～2 舘岡 「個を生かし育む」年少者日本語教育
－JSL児童への本作りを中心にした日本語教育実践から－

可 分冊あり

09A02 小林 発話末で用いられる「って」
－「立場（意思）の再表明」用法を中心に－

可

09A03 川口 「言いたいことが「正確に」言える」指導を目指した初級授業設計
－「表現の指導」と「江副式教授法」を併用して－

可
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09A04 池上 地域日本語教育における「教える－教えられる」関係を問い直す
－教室参加者の語りの分析から－

可

09A05 細川 教室における関係性の構築・更新のための学習活動
－タイでの実践を通して考える日本人協力者の位置づけとその捉え直し－

可

09A06 舘岡 教室における初級学習者の学びのプロセス
－学びを促す教室デザインを目指して－

可

09A07:1～2 川口 「受容」と「生成」に関する能力育成を目指した教室活動のデザインの試み
－ロールプレイの新たな方法論を目指して－

不可 分冊あり

09A08 細川 「テーマを自分の問題として捉えること」が実現されないのはなぜか
－活動理解をめぐる教師と学習者－

可

09A09:1～3 蒲谷 日本語の「ほめ」に関する考察
－コミュニケーション主体の意識に着目して－

可 3冊

09A10 戸田 声調言語を母語とする日本語学習者のアクセント
－中国語・ミャンマー語・ベトナム語母語話者を対象に－

可

09A11:1～2 川口 「使役表現」の「文脈化」と表現指導
－中国の高等教育における日本語の文型・文法教育のために－

可 分冊あり

09A12 戸田 広東語母語話者における日本語ナ行音とラ行音の聴取に関する考察 可

09A13 舘岡 一時的ダブルリミテッドの子どもの日本語教育を考える
－「思考を支えることばの力」の育成を目指して－

可

09A14 宮崎 JSLの子どもの自律的なことばの学びの可能性とその支援
－学校生活への「参加」の観点から－

可

09A15 川口 TPR、ナチュラル・アプローチの指導による初級学習者の「学び」
－自発的発話から問題解決能力の育成へ－

可

09A16 宮崎 ビジネス日本語教育のあり方について
－企業内におけるインターアクション行動の分析を中心に－

不可

09A17 川口 中国の中等教育機関の日本語教育における｢改良TPR｣の応用について 可

09A18 池上 地域の日本語教室はどうあるべきか
－あるボランティアの教室活動観からの考察－

可

09A19 蒲谷 スピーチレベルの教育に関する一考察
－デス・マス体と普通体に焦点を当てて－

可

09A20 吉岡 松本亀次郎の日本語教材と国語合理化論
－日本語教育の「国際化」とナショナリズム－

可

09A21:1～2 小宮 貴金属製造加工に携わる外国人のための職業語彙調査
－作業指示書を資料として－

不可 分冊あり

09A22 宮崎 通訳行動から見られたボランティア医療通訳者の役割
－医療通訳研修教育の改善に向けて－

可

09A23 佐久間 日独の演説原稿における指示表現の文脈展開機能の分析 可

09A24 小宮 初級動詞の意味指導における非言語的な視覚化したインプット
－教師の「身振り」を中心に－

可

09A25 鈴木 「二字+二字」構造の四字漢字語のアクセント 可

09A26 細川 自己を表現することばから関係性の中のことばへ
－共に生きるための言語教育－

可

09A27 舘岡 JSL生徒に対する「ことばの学び」と「メディア」を統合した日本語支援
－写真を用いた二つの実践から－

可

09A28 池上 JSL児童のことばの学びにのせた「自ら学ぶ力」の育成
－非定住型JSL児童への日本語支援からの考察－

可

09A29 戸田 謝り場面における日本語音声の丁寧さの聴覚印象に関わる要素について
－韓国人日本語学習者を中心に－

可
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09A30 蒲谷 食事の場面における「勧め」表現とそれに対する「承諾」と「断り」に関する考察
－－日本人母語話者と中国人日本語学習者を中心に－－

不可

09A31 宮崎 メタ認知ストラテジーに関する基礎的研究
－台湾人留学生の事例調査を中心に－

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2008年9月15日

08B01 吉岡 日本語教科書における条件表現についての研究
－「たら」を中心に－

可

08B02：1～2 小宮 語彙の観点から文型の学習段階を再考する
－移動の目的表現「～に行く」を例に－

可 分冊あり

08B03 細川 年少者日本語教育における「子どもの居場所」の発見
－JSL生徒の「コミュニティ」、「ロールモデル」を手がかりにして－

可

08B04 細川 地域日本語活動において目指すべき対等性の問い直し
－「2007春にほんごわせだの森」に参加した母語話者へのインタビューを通して－

可

08B05 佐久間 日本語の医療面接の談話における話段の展開について 可

08B06 吉岡 韓国の日本語教材における「敬語表現」のあり方について
－場面（人間関係・場）を中心として－

可

08B07 吉岡 日本語教育におけるe-learning教材に関する研究
－聴解教材を中心に－

可

08B08 細川 中国職業高校における職業教育と日本語教育の融合
－「職業への意識化」を中心とした会話授業実践から－

可

08B09 宮崎 日本国内インターナショナルスクールにおける日本語教育
－日英バイリンガル日本人生徒に対する日本語授業の実態とその問題点－

可

08B10：1～2 小林 「が」と「は」の使いわけとその理由
－母語話者と非母語話者の実態調査を比較して－

可 分冊あり

08B11 鈴木 日本語の四字漢字語に関する研究
－中国人日本語学習者の四字漢字語使用実態の分析を通して－

不可

08B12 戸田 日本語学習者の発音時のストラテジー 可

08B13 宮崎 少年院における日本語教育の在り方について考える
－ある日系ブラジル人女性の語りから見えてきた課題－

可

08B14 戸田 非母語話者俳優の台詞の音声に対する母語話者の評価と日本語音声教育 可

08B15：1～2 鈴木 離脱を表す空間移動表現における日中対照研究
－日本語教育の立場から－

不可 分冊あり

08B16 小宮 日本語教育における日台同形語に関する一考察
－初級の二字漢字語を中心に－

可

08B17：1～2 蒲谷 携帯メールにおける「誘いコミュニケーション」の研究
－「待遇コミュニケーション」の観点から－

可 分冊あり

08B18 鈴木 「n格動詞枠組み」分類法の試み及び日本語教育への応用 可

08B19：1～2 川口 初級学習者の学びにつながるgood teachingの考察 可 分冊あり
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請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2008年3月15日

08A01 川上 「多文化社会で生きる力」の獲得を目指す日本語教育
―オーストラリア・ヴィクトリア州のJFL高校生を対象に―

可

08A02 川上 在籍クラス教師のJSL児童生徒への教育「専門性」育成へ向けて
―アメリカの教員養成・研修におけるアプローチから―

可

08A03 宮崎 アカデミック接触場面における外国人留学生の調整行動
―アカデミック・スピーキングに関する分析を通して―

可

08A04 川上 年少者日本語教育における「教科」と「日本語」の連携
―国語科教科書の「リライト教材」による実践―

可

08A05 川上 年少者日本語教育実践の動態性
―「子どもの実態」と「実践者の問題意識」から実践を考える―

不可

08A06 佐久間 上級日本語学習者による電子文書の読解に関する研究 不可

08A07 川上 年少者日本語教育における語彙教育の意義
―JSL児童の語彙獲得場面から育む力を考える―

可

08A08：1～2 川口 日本語のバリエーション
―現代口語会話の語彙を中心に―

可 分冊あり

08A09 鈴木 文脈指示を中心とした日中指示詞の対照 可

08A10 細川 「教室と社会の関係を捉えなおす」
―「インターアクションによる教室社会・コミュニティ形成」を目指して―

不可

08A11：1～2 小宮 文体を意識した日本語教育のために
―文章の「硬さ」の調査を中心として―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

08A12 川上 JSL生徒に対する「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援
―スキャフォールディングと子どもの主体性の視点から―

可

08A13 細川 日本語教育における主体性の問題
―日本語教育機関における公共的空間としての教室デザインの試み―

不可

08A14 川口 非漢字圏初級日本語学習者を対象とした漢字指導法を考える
―キルギスの日本語学習者の漢字学習ストラテジーと学習スタイル調査の結果に基づいて―

可

08A15：1～2 鈴木 聞き手の私的領域に関わる質問表現について
―日中のインタビュー会話をもとに

不可 分冊あり

08A16 戸田 先行母音長及び先行モーラ長が促音の知覚に与える影響 可

08A17 宮崎 学習者同士のインターアクションが日本語学習過程に与える影響
―日常会話場面における言語管理と学習環境の観点から―

可

08A18：1～2 蒲谷 初対面会話において相手に与える印象に関わる要因
―「継続的人間関係」の二者間会話をもとに―

不可 分冊あり

08A19：1～2 蒲谷 「敬語」の捉え方に関する研究
日本語学習者・日本語教師へのインタビュー調査を中心に

可 分冊あり

08A20 鈴木 空間表現“上”（「（の）上」）の用法に関する考察
―日中両語の対照比較から見た特徴―

不可

08A21 小宮 日本語教育における複合動詞「～出す」の指導語彙の選定 可

08A22 鈴木 日中両語のアスペクトに関する考察
―「タ」と“了”を中心に

可

08A23：1～2 川上 タイの補習授業校における継承日本語教育の可能性
―絵本を活用した支援を通してことばを育む―

可 分冊あり

25/38 ページ



08A24：1～2 吉岡 中上級教科書における「ネガティブコミュニケーション」についての研究
―「ネガティブコミュニケーション」によく現れる表現を中心に

可 分冊あり

08A25 宮崎 定住者に対する日本語習得支援に関する一考察
―夜間中学校日本語学級でのフィールドワークから―

可

08A26 川口 初級段階の「表現指導」における「環境を見抜く力」育成
―日本語教育に対するSGAV教授法の導入に関して―

可

08A27 小林 無標識可能表現と有標識可能表現の使い分け
―「有対自動詞による可能表現」と「有対他動詞による可能表現」を対象に―

可

08A28 鈴木 変化表現の日中対照研究
―「ナル変化構文」を中心に

可

08A29 戸田 台湾人日本語学習者による語アクセントと発音評価の相関
―上級学習者を対象に―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2007年9月15日

07B01：1～2 佐久間 論説文における接続表現の顕在しない文の連接関係の研究 可 分冊あり

07B02：1～2 佐久間 題-述関係の反復による日本語の講演の談話型に関する研究 可 分冊あり

07B03：1～2 佐久間 日本語のインタビューの談話における情報収集の談話展開の分析 可 分冊あり

07B04 池上 地域日本語リテラシーを形成する協働型ジャーナル・アプローチの提起と意義 可

07B05：1～2 川口 時間概念を伴うアスペクトの習得の困難性について
―母語の時制概念が希薄な学習者と明確な学習者の場合を例に―

不可 分冊あり

07B06 池上 接触場面における「伝え合い」は何を可能にするのか
―「共通理解」を共有するプロセスを見つめ直す―

可

07B07 鈴木 文末表現「わけだ」について
―日中対照の角度から―

可

07B08 小林 「ものだ」文の意味
―語用論的観点からの考察―

可

07B09 宮崎 学習者の自己管理意識を促す支援の試み
―コーチングのGROWモデルを援用した協同管理と学習者の気づきから―

可

07B10 鈴木 「～のだ」文と「“是～的”句」の対照研究
―「説明のモダリティ」をめぐって―

可

07B11 戸田 韓国語母語話者による日本語語頭破裂音の知覚 可

07B12 戸田 中国語母語話者の長音の生成に関する一考察
―長音位置による生成の難易度を中心に―

可

07B13 鈴木 日本語「だろう」に関する研究
―それと対応する中国語との対照を中心に―

不可

07B14：1～2 吉岡 戦後の台湾における日本語教科書の研究
―「相づち」と「聞き返し」を中心に―

可 分冊あり

07B15：1～2 蒲谷 待遇コミュニケーションにおける申し出表現とその承諾、断り表現に関する考察 不可 分冊あり

07B16 佐久間 中上級段階の日本語の読解教育のための新聞社説の文章構造の分析 可

07B17 戸田 韓国人日本語学習者のイントネーションと表現意図の伝達
―「そうですか」の使用場面において―

可
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07B18 川口 「日本語教育における「慣用表現」の教材化」 可

07B19：1～2 蒲谷 「相談」における「アドバイス」の研究
―「説得性」の観点から―

可 分冊あり

07B20：1～2 蒲谷 提案場面のコミュニケーションに関する考察
―提案内容に賛同を得るための工夫―

△ 閲覧は本冊のみ
可。資料は不可。

07B21 鈴木 日中両語の量詞に於ける機能的分析 可

07B22 宮崎 学習環境としてのブログの可能性
―学習者の言語学習管理の観点から―

可

07B23：1～2 小宮 作文における内容面の自己推敲の指導法
―推敲チェックリストを使用して―

不可 分冊あり

07B24：1～2 川口 コミュニケーションにおける「表現の適切性」について
―逸脱の現象である〈不適切な表現〉を通じての考察―

可 分冊あり

07B25 戸田 香港人広東語母語話者による日本語アクセントの生成の実態
―複合名詞を中心に―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2007年3月15日

07A01：1～2 細川 初級における「総合型日本語教育」の意義と可能性
―フランスの高校における実践研究―

可 分冊あり

07A02 川口 初級非漢字圏学習者における漢字学習の基礎研究 不可

07A03 細川 相互関与の３局面に着目する表現活動の一考察
―教室の一元的コミュニケーションを越える視座をめざして―

可

07A04 宮崎 日本語学習に関わる動機づけのプロセス
―短期留学生の事例―

可

07A05 戸田 曖昧文の音読における韻律的特徴 不可

07A06：1～2 鈴木 形式名詞「こと」「の」における日中対照研究
―「こと」「の」の名詞節用法を中心として―

不可 分冊あり

07A07 蒲谷 「伝え表現」に見られる日本語話者の待遇コミュニケーションについて 可

07A08 川上 JSL生徒の「話す」力と「学習者主体」を育成する日本語学習支援
―協働的でインターアクティブな教室を目指す発話指導の実践をもとに―

可

07A09：1～2 川口 「初級文型の硬直化」について
―～テモイイ文型を例として―

可 分冊あり

07A10：1～2 細川 日本語教育における学習者の「自律性」とは何か 可 分冊あり

07A11：1～2 川口 依頼談話における間接的な「断り」「承諾」発話の理解と手がかり
―ベトナムの事前教育のための基礎的研究―

可 分冊あり

07A12 池上 JSL青少年の日本語学習の動機に関する一考察
―日本語学習に影響を与えた「他者の存在」について―

可

07A13 戸田 日本語学習者の発音と自己モニター能力 可

07A14 戸田 カンボジア人日本語学習者の拗音及びヤ行の音の生成における誤用の傾向と難易度 不可

07A15 戸田 韓国人日本語学習者によるアクセントの生成
―語頭の音環境がピッチに及ぼす影響を中心に―

可
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07A16 川口 教科書と教師用指導書における目的を表すヨウニ・タメニの問題点
日本語母語話者の使用実態との比較

可

07A17：1～2 鈴木 他動詞文の主語の性質に関する日中対照研究
―話者の視点を中心に―

可 分冊あり

07A18：1～2 鈴木 日本語有対自他動詞に関する研究
―中国語母語話者の習得状況から―

可 分冊あり

07A19 川上 韓国の日本語教育における「文化理解」という課題に関する研究
―中等教育レベルを中心に

可

07A20：1～2 小宮 日本語教育における「語の文体」をめぐる問題点
―副詞を中心として―

可 分冊あり

07A21 蒲谷 一時的接触場面における日本語非母語話者の待遇理解に関する研究 可

07A22 細川 日本語教育における「内省」の意義とその可能性 可

07A23 細川 日本語教育における「情報」の受容と展開 可

07A24 鈴木 日中両言語における直接引用を中心とした対照研究
―発話生成の観点から―

不可

07A25 池上 地域の学習補習教室における日本語教育の役割
―支援者間の協働活動を通じて考察する―

不可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2006年9月15日

06B01 吉岡 日本語ガイドの独話における伝達のストラテジー
―アンコールワットの名所解説場面を例に―

可

06B02 佐久間 日本語の「語り」の談話における提題表現の省略
―日本語母語話者と日本語学習者との比較―

可

06B03 細川 日本語教育における協働と何か
―テーマの共有化・固有化をてがかりに―

可

06B04 佐久間 外国人留学生に対するノート・テーキング指導のための基礎的研究 可

06B05 細川 人生の連続体にある日本語教育の実現，その序説 可

06B06 細川 学習者の言いたいことが日本語で表現されていく過程
―「表現方法」から「表現内容」までの転換過程分析―

可

06B07 蒲谷 行為指示表現における「催促」に関する考察
―日本語母語話者と台湾人日本語学習者のEメールにおける表現方法を中心に―

不可

06B08：1～2 佐久間 初級と中級段階の中国人学習者による依頼の手紙の文章構造分析 不可 分冊あり

06B09 鈴木 授受表現に関する日中対照研究
―「～テクレル」を中心に―

可

06B10 細川 学習者の語る「日本語人生」から正しい日本語観を問う 可

06B11 宮崎 日本語学習者による意見構築のための文章理解プロセスについて
―アイカメラを用いた分析から―

可

06B12 吉岡 韓国第７次教育課程における高等学校日本語教科書の特徴と問題点
―依頼表現を中心に―

可

06B13：1～2 小宮 連語による類義動詞の使い分けに関する一考察
―「和語」と「漢語」のペアを中心に―

可 分冊あり
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06B14 吉岡 『初級日本語教科書における漢字の提出について』 不可

06B15：1～2 川口 海外で活動する日本人日本語教師に望まれる資質
―グラウンデッド・セオリーと因子分析による構造化―

可 分冊あり

06B16 蒲谷 日本人ビジネス関係者の待遇コミュニケーションに関する考察
―「混合体」の問題を中心に―

可

06B17 蒲谷 話し合いにおける「異見表明」の方法に関する考察
―待遇コミュニケーションの観点から―

可

06B18 鈴木 「ほめ」に対する返答の日中対照研究
―日本人大学生と中国人大学生を中心に―

可

06B19 細川 「形式」への依存から「表現すること」の自律へ
―総合活動型日本語クラスにおけるある学習者の意識変容から―

可

06B20 鈴木 中国朝鮮族学校学習者に対する日本語漢字教育
―中国藩陽市朝鮮族中学校の日本語漢字教育語彙意味の分析から―

可

06B21 川上 「伝え合う力」を引き出し伸張する言語教育
―多言語環境で学ぶ中学生への二つの実践を基に考察する―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2006年3月15日

06A01 川上 多分化社会における年少者日本語教育の意義と実際
―クィーンズランド州をケーススタディに―

不可

06A02 蒲谷 テアゲル系の機能に関する待遇コミュニケーション論的研究 不可

06A03：1～2 小宮 日本語教育における連語による語彙指導の有効性 不可 分冊あり

06A04 細川 「語り書き活動」から見えてくるもの
―その設計と実際―

不可

06A05 蒲谷 依頼における「非明示的依頼」に関する考察 不可

06A06 川上 ＪＳＬ児童の「表記力」を育成するための支援に関する一考察
―「音を認識する力」をもとに―

不可

06A07 川上 年少者日本語教育における「学校外」の位置づけ
―JSL生徒の言語能力の把握への試み―

不可

06A08 戸田 韓国人日本語学習者によるいわゆる「尻上がり」イントネーション
―ソウル方言話者と慶尚道方言話者を中心に―

不可 音声資料

06A09 宮崎 『人的リソースとのインターアクションが日本語学習者に及ぼす影響―ベトナム人就学生の個別性を捉える試みとして』 不可

06A10 細川 言語活動における「内容」とその充実プロセスについての考察
―「総合活動型日本語教育」の教室実践の分析から―

不可

06A11 鈴木 誘い表現の日中対照研究
～待遇表現の観点から～

不可

06A12 宮崎 第二言語習得過程における言語能力評価のあり方
―自己評価のための発達段階別能力記述文に関する基礎的研究―

不可

06A13 川口 円成実性から捉えた生命体としての教師と学習者そして教育
―大乗仏教の視点からのThe Silent WayとSuggestopediaの再評価―

不可

06A14 宮崎 母語話者教師と非母語話者教師による誤りの評価
―日本人教師と韓国人教師の発音評価を中心に―

不可

06A15 鈴木 「ナラ」表現とそれに対応する中国語表現の日中対照研究
―日本語教育の視点から―

不可
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06A16 吉岡 中国の日本語教科書の研究
―「場面」提示に対する意識の変遷を中心に―

不可

06A17：1～2 吉岡 国際協力としての日本語教師派遣のあり方に関する研究
―中国中等教育機関に派遣された青年海外協力隊を事例として―

不可 分冊あり

06A18 鈴木 否定疑問表現の日中対照 不可

06A19 宮崎 接触場面インターアクションにおける日本語学習
―教室という学習環境を持たない非母語話者の調整プロセスの観点から―

不可

06A20 佐久間 日本語教育におけるフィラーの指導のための基礎的研究
―指示詞系フィラー「あの（－）」・「その（－）」を中心に―

不可

06A21 鈴木 「テクル／イク」と‟～来/去”の対照研究 不可

06A22 吉岡 満州・満州国における大出正篤
～成人用教材分析を中心に～

不可

06A23 佐久間 日本語の討論の談話における「意見表明」の構造とストラテジー 不可

06A24 戸田 韓国語母語話者の日本語破擦音「ツ」の生成と知覚における一考察 不可

06A25 佐久間 日本語の思考内容伝達における「と思う」の分析
―日本語母語話者と学習者の比較を通して―

不可

06A26 鈴木 願望表現の日中対照研究
―「～たい」をめぐって―

不可

06A27 川口 中級レベルの作文指導における教師フィードバック
―学習者主体の支援を志向した対話的指導―

不可

06A28 川上 「定住型児童」の対話と協働学習を通じた「読む力」の育成
―「イメージ化」を取り入れたピア・リーディングの実践をもとに―

不可

06A29 川上 言語間を移動する子どもの言語能力発達の実態と課題
―日系ペルー人児童生徒を対象に―

不可

06A30 吉岡 電話会話における前置き表現について
―依頼・断わりを中心に―

不可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2005年9月15日

05B01 細川 日本語教育においてメディア・リテラシーが果たし得る役割
―学習者に＜現実＞と結びついた社会と文化の実現のための懸け橋を―

可

05B02 宮崎 日本語習得における自己モニターの限界と可能性 可

05B03 宮崎 韓国人の初級日本語授業における教師と学習者の内的過程についての研究
―教授ストラテジーと学習ストラテジーの観点から―

可

05B04 吉岡 読解力と読解教材
―初級段階の教材を対象に―

不可

05B05 細川 教室活動における学習者の学びと担当者の学び
―地域日本語教室での試みからの考察

可

05B06 吉岡 「中国語母語話者に対する漢字語彙指導の研究」 可

05B07 戸田 タイ語母語話者の音声習得に関する一考察
―シとチの知覚と生成を中心として―

不可

05B08 吉岡 教材から見るブラジルの日本語教育の変遷 可
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05B09：1～2 小宮 中上級日本語学習者の辞書使用に関する一考察
―ドイツ語母語話者を中心に―

可 分冊あり

05B10：1～2 佐久間 日本語の独話資料における助詞「ネ」の談話展開機能 可 分冊あり

05B11 鈴木 副詞「どうも」に関する考察
―中国語との対照を視野に入れて―

可

05B12 川上 台湾の高校における日本語教育に関する一考察
―教材、授業内容を中心に―

不可

05B13 宮崎 学校との関係形成における外国人保護者のインターアクション 可

05B14 佐久間 日本語の談話における接続助詞「ノデ」と「ノニ」の主節省略に関する研究 可

05B15 細川 日本語学習者の「日本人の思考・行動様式」に関するステレオタイプ認識の意識化について 可

05B16 川口 「表現意図」と文型の関係を意識化するための「話し合い」活動 可

05B17 川口 インド人ＩＴ技術者と日本語教育 可

05B18 川上 ＪＳＬ児童に対する「発達」的見地からの日本語指導
―「読む」力と「自己有能感」を育成するための一試案―

可

05B19：1～2 鈴木 伝達態度のモダリティの日中対照
―終助詞「ね」、「よ」と対応する中国語表現を対照して―

可 分冊あり

05B20 佐久間 日本語の雑談の談話における台湾人上級学習者の話題転換について 可

05B21 蒲谷 「話題の人物」に対する待遇表現における中国人学習者の問題点
―「ビジネス日本語」を中心に―

可

05B22 鈴木 「言いさし」表現に関する日中対照研究
―中国語を母語とする学習者の問題点を中心に―

可

05B23 鈴木 日台のあいさつ言葉の対照研究
―待遇表現性の観点から―

可

05B24 川口 日本語教育における日中使役表現の対照研究 可

05B25 宮崎 「総合活動型」のインターアクションにおける学び
―レベルギャップのある日本語学習者の調整行動と意識を通して―

可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2005年3月15日

05A01 川上 年少者JSL教育による児童生徒の統合的適応支援の可能性
―日本語指導におけるスキャフォールディングの試み―

不可

05A02 佐久間 日本語教育における接続詞の取り扱いと初級段階の教材開発の可能性 可

05A03 鈴木 明治前期漢語辞書に見る漢語
―漢音・呉音の選択とその背景

不可

05A04 川上 日本国外の初等中等教育段階における「人間教育」としての日本語教育のための教師研修 不可

05A05 吉岡 「中国人技術研修生のための日本語教育」
―初級日本語教材を中心に―

可

05A06：1～2 川口 「－テクル」文型からみる「表現者」と「事態」との関係
―新しい視点論「Z理論」の提案―

不可 分冊あり
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05A07 小宮 日本語教育における助数詞
―ドラマの脚本の分析を通して―

可

05A08 吉岡 初級日本語教科書における文型とトピック 不可

05A09：1～2 佐久間 会話教育のための理由を述べる表現の研究
―日本語母語話者の「話し合い」の談話の分析―

不可 分冊あり

05A10 川上 日本語力の異なる児童が共に学び合う教室づくり
―学びのためのコミュニケーション力を育む―

可

05A11 鈴木 「ようだ」と「らしい」に関する考察
―中国語との対照を中心に―

不可

05A12 川上 ニューカマーのための外国人学校と日本語教育
―X市ペルー人学校におけるエスノグラフィーを通して―

可

05A13 佐久間 日本語の授受構文の意味論的・語用論的研究 可

05A14 宮崎 日本語に関わる否定的な感情と日本語習得過程
―国際交流員の事例―

不可

05A15 鈴木 主題構文の日中対照
―「Xは～」文とそれに対応する中国語表現―

不可

05A16 佐久間 日本語の談話における自称詞と対称詞の機能と省略 不可

05A17 細川 日本語教育における教育内容の思想的「連続性」の問題
―教科書の内容分析から見る「国家」「国民」「言語」「文化」

可

05A18 吉岡 ビジネスＥメール研究 不可

05A19 鈴木 対話における台湾人日本語学習者のあいづちの分析
―待遇表現の観点をもとにして―

不可

05A20 川口 ハズダとベキダに関する一考察
―中国人学習者による両形式の混同をもとに―

不可

05A21：1～2 佐久間 日本語の談話の伝達場面における引用表現の考察
―日本語学習者と日本語母語話者の比較―

不可 分冊あり

05A22 宮崎 韓国人技術系ビジネスマンの日本語習得に関する事例研究
―ネットワークと正統的周辺論の観点から―

可

05A23 宮崎 遠隔接触場面における多地点間インターアクション
―日本・韓国・台湾間のアクセス事例から―

不可

05A24 戸田 日本語学習者に対する韻律指導
―複合語・句のアクセントを中心に―

不可

05A25 川口 ＜Compliment…ほめ＞の語用論
―日本語・英語・ロシア語・ドイツ語における＜ほめ・お世辞＞と＜Praise/compliment＞の対照分析―

不可

05A26 川上 JSL児童に対する漢字指導研究
―日本語能力の向上を目指した内容重視のアプローチを通じて―

不可

05A27 細川 BBSの持つ機能を活かして「伝え合う」ための文字コミュニケーション
―BBS上文字コミュニケーションの意義と日本語教育への可能性―

不可

05A28 宮崎 学習者間のインターアクションに関する一考察
―グループ活動時の談話分析から―

不可

05A29：1～2 川口 アスペクト表現の日・中・朝の対照研究
―シテイルを中心に―

不可 分冊あり

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2004年9月15日
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04B01 宮崎 日本語学校で学ぶ中国人就学生の教室外学習
―ネットワークの観点から―

不可

04B02 川口 条件表現の意味の一般化
―「ト」「バ」「タラ」「ナラ」について―

可

04B03 細川 学習者主体における教師の役割
―日本語学習過程における「共有化・個人化」の視点から

不可

04B04 蒲谷 「～（さ）せていただく」における「適切さ」に関する研究
―待遇表現の観点から―

可

04B05 吉岡 中国の日本語教科書におけるオノマトペの研究 不可

04B06 鈴木 日中同形語の対照研究
―日本語教育の立場から―

不可

04B07 宮崎 学習者間インターアクションの可能性
―実践クラスと実験的クラスでの観察をもとに―

不可

04B08 吉岡 開化期の日本語学習書に関する考察
―「授受・条件・受身・使役」表現を中心に―

不可

04B09 川口 「日韓ビジネス上の電話談話における確認表現」
―予約・注文場面を中心として―

不可

04B10 吉岡 「文型からみる中級総合型教科書の分析」 不可

04B11 鈴木 使役文の日中比較から中国の日本語教育を見る
―中国語母語話者の使役表現上の問題点―

不可

04B12 川口 表現指導におけるノンネイティブとネイティブのチームティーチング
―ベトナムのある初級クラスの事例から―

不可

04B13 鈴木 依頼表現の日中対照研究
―談話構造とストラテジーを中心に―

不可

04B14 川口 初級日本語教科書における使役文型と受身文型再考
―「働きかける表現」と「語る表現」による指導―

不可

04B15 川口 日本語の受身表現の使い方の特徴
―リトアニア語と日本語の受身表現を比較しながら―

不可

04B16 細川 言語教育の『なぜ』と支援の『なぜ』
教育主体と学習主体の有機的結合をめざして

不可

04B17 川口 日本語の語彙習得におけるインターアクションの役割
―気付きを導くデバイスとしてのインターアクションの役割を中心に―

不可

04B18 川上 子どもの母語能力に応じた日本語指導
―韓国人児童への支援を通して―

不可

04B19 鈴木 台湾閩南語話者の日本語学習について                          
―植民地時代における日本語の借用語彙受容についての考察―

不可

04B20 細川 「息づいた社会」としての「日本語教室」
―能動的自省的認知主体としての参与者の重要性―

可

04B21 川上 日本語指導を必要とする小学校高学年在籍児童の日本語指導法試案
―クラス担任と日本語指導者との連携による教科学習指導を通して―

可

04B22 戸田 日本語の疑問文の文末イントネーション
―ロシア語を母語とする日本語学習者の母語干渉を中心に―

不可

04B23：1～2 佐久間 理系学部学生による課題レポートの文章構造の分析 可 分冊あり

04B24 細川 理解のたび重なる変容と他者
―日本語教育における教室活動の視点から―

可

04B25 鈴木 間接的言語行為における日中対照
―中国語を母語とする初級学習者の習得の面から―

不可

04B26 蒲谷 依頼における「お詫び・謝罪型」と「感謝型」の表現に関する考察
―日本語母語話者と台湾人日本語学習者を中心に―

不可
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04B27 蒲谷 中国人学習者における待遇表現習得上の問題点に関する考察
―話題の人物を中心に―

不可

04B28 佐久間 文の機能に基づく台湾人日本語学習者の手紙の文章構造の分析 不可

04B29：1～2 佐久間 文末述部の統括機能による新聞投書の文章型の研究 不可 分冊あり

04B30 戸田 中国人学習者による日本語有声・無声破裂音の習得及びその教育
―北方・上海方言話者を対象として―

不可

04B31 佐久間 韓国人日本語学習者による日本語の相づちの談話展開機能の分析 不可

04B32 細川 「自分の問題として捉える」ことの難しさと重要性
―立場を明確にし関わりあう探求への可能性をめざして―

不可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2004年3月15日

04A01 佐久間 文章における主題の省略
―類型と、先行表現の顕著性からみた許容条件―

不可

04A02 蒲谷 「文話」における授受表現「クレル」系・「モラウ」系に関する考察 不可

04A03 川口 第２言語としての日本語教育における作文授業モデルの提案
―東京韓国学校初等部の事例から―

不可

04A04 川口 日本語教育における「条件表現」の研究
―「ト」「バ」「タラ」表現の類似点の解説

不可

04A05 吉岡 『朝鮮学校の日本語教育に関する一考察―日本語教材から見た特色』 不可

04A06 宮崎 大学の講義場面における留学生の聴解過程および問題処理ストラテジー 不可

04A07 鈴木 結果の継続を表す「他動詞の受身＋テイル」
―中国語母語話者の習得状況から

不可

04A08 吉岡 聴解能力と聴解テスト 不可

04A09 蒲谷 高等学校交換留学生に対する日本語教育と支援の方法
―授業外の課題を中心にした取り組みについて―

可

04A10 吉岡 日本語教科書における対応自他動詞について
―タイ人学習者への提言―

不可

04A11 宮崎 短期留学生の教室外における日本語学習過程 不可

04A12 戸田 韓国人日本語学習者の日本語音声の知覚と生成に関する一考察
―特殊音素の促音を中心に―

不可

04A13 蒲谷 接触場面における「コンフリクト」克服に向けたコミュニケーション・ストラテジー
―「共感」の表現と理解について―

不可

04A14 吉岡 「ＪＳＬ教育を必要とする児童を対象とした絵本使用学習の試み」 不可

04A15 吉岡 中国のビジネス日本語教科書についての考察 不可

04A16 宮崎 非教室環境における日本語学習過程
―言語学習と社会参加の関わり―

不可

04A17 佐久間 日本語の談話におけるあいづち表現の談話展開機能の研究 不可
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04A18 細川 日本語教育実習における実習生の体験と内省
―教室で自らの問いを見出す―

可

04A19 川口 「初級学習者の効果的な漢字学習のための漢字誤表記の研究―誤表記における韓国人留学生の認知をもとにして―」 不可

04A20 蒲谷 日本語における「断り表現」に関する考察
―Ｅメールによる〈依頼－断り〉調査を中心に―

不可

04A21 川口 文脈における「ナラ（ダッタラ）」の機能に関する一考察
―談話に現れる「ナラ（ダッタラ）」を中心として―

不可

04A22 鈴木 日中両国語の順接型接続表現の対照研究
―「から・ので」と中国語の相当表現の比較―

不可

04A23 細川 ラング・パロール往還文化論序説
―日本事情教育におけるその理論と実践―

不可

04A24 佐久間 「日本語の談話と文章の討論における並立表現の分析」 不可

04A25 細川 「書くこと」の展開
―国語教育と日本語教育を結ぶ―

可

04A26 蒲谷 買い物場面における「待遇コミュニケーション」に関する考察
―「店員勧め表現」を中心に―

不可

04A27 宮崎 遠隔チュートリアルによる日本語学習
―台湾の中上級者とのインターアクションの事例研究―

不可

04A28 鈴木 日中両国語の可能表現における対照研究
―日本語教育の立場から―

不可

04A29 宮崎 短期留学生の接触場面における調整行動
―ディスコースにおける受容面の逸脱への働きかけ―

不可

04A30 川上 年少者JSL教育者養成のためのカリキュラム試案
―多文化共生に向けて―

不可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2003年9月15日

03B01 佐久間 日本語の談話における話題展開の型の研究 不可

03B02 細川 言語教育における文化教育の行方：
「言語」、「文化」、そして「文化情報」は統合されるか

不可

03B03 蒲谷 丁寧さと聞き手の私的領域に関する考察
―意思・希望表現を中心に―

不可

03B04 細川 日本語教育実践におけるステレオタイプの扱いについて 不可

03B05 佐久間 「日本語の会話における『ノダ／ンダ』の談話展開機能について」 不可

03B06 蒲谷 待遇表現の習得における中国人学習者の問題点とその解決に向けたストラテジーの考察 不可

03B07 細川 日本語教育における異文化理解教育について
―三つの対話とそれを可能にする教室環境、教室風土―

不可

03B08 佐久間 韓国人日本語学習者の要約文における文末述部の研究 不可

03B09 宮崎 日本語学習者における日本語長音の知覚
―ERPを用いて―

不可

03B10 佐久間 香港の大学における日本語学習者によるストーリーテリングの接続表現の問題点 不可
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03B11 細川 日本語教室活動における教師の役割について
―コミュニケーション環境の設定と支援

不可

03B12 鈴木 日本語の終助詞と中国語の語気詞の対照研究
―中国人学習者の日本語終助詞の習得をめぐって―

不可

03B13 蒲谷 「誘い」における待遇コミュニケーションについて 不可

03B14 佐久間 投書の文章における接続表現の分析
―新聞投書と女性誌の投書の比較―

不可

03B15 川口 ポジティブ・ポライトネスとしての授受表現
―ビルマ語と日本語との対照から―

不可

03B16 宮崎 接触場面における作文推敲のための調整行動
―技能を統合した協働学習に関する一考察―

可

03B17 蒲谷 就学生における「待遇コミュニケーション」に関する考察
―「音声コミュニケーション」を中心とした実態とその問題点―

可

03B18 佐久間 日本語の講演の談話におけるスピーチ・レベル・シフトの形態と機能 不可

03B19 蒲谷 環境との関わりを中心とした待遇表現の習得
―中国語母語話者と韓国語母語話者を対象に―

可

03B20 細川 コミュニケーション能力における「複眼的認識能力」の形成の意義について
―「総合活動型日本語教育」を通した検証―

不可

03B21 細川 コミュニケーションする日本語教室活動をめざして
―コミュニケーションによる文法理解と自己表現づくり―

不可

03B22 細川 日本語教育におけるディスカッションの意義
―総合活動型日本語教育の省察的実践分析―

不可

03B23 鈴木 二字漢語の日中対照
―語構成から見た日中二字漢語の異同―

不可

03B24 宮崎 夜間中学で学ぶ高齢帰国者の学習環境と学習支援について 可

03B25 宮崎 ビデオ会議システムを介した遠隔接触場面におけるインターアクション
―多者間遠隔接触場面からの考察―

不可

03B26 川口 言語表現論中心の初級日本語教育
―中国の大学専攻日本語学習者に向けて

不可

03B27 川上 日本語指導の必要な「定住型児童」に対する日本語教育
―書く力から学習言語の育成を考える―

可

03B28 川口 ウズベキスタンの日本語教育環境とコースデザイン再考
―社会的存在としての学習者と日本語教育支援―

可

03B29 吉岡 漢字から見た初級教科書の特色
―ロシア人に対する漢字指導のために―

不可

03B30 鈴木 「～てもらう」を使った表現
―中国語母語話者の習得面から―

不可

03B31 吉岡 漢字指導から見た日本語教材の分析とその可能性 不可

03B32 宮崎 韓国人年少者の日本語習得過程
―バイリンガル会話テスト（OBC)等を用いて―

可

03B33 吉岡 意思表現について
―「（ヨ）ウト思ウ」「（ヨ）ウト思ッテイル」「ツモリダ」―

不可

03B34 吉岡 「中国の初級・中級日本語教材における接続詞の研究」
―「そして・それで・それから」を中心にして―

不可

03B35 佐久間 日本語の談話における応答表現・あいづち表現と先行発話の関係 不可

03B36 鈴木 近現代中国語の敬語システムの変化から
―中国における日本語の敬語教育への提言

不可
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03B37 蒲谷 「敬語表現」の誤用に関する考察
―授受表現を中心に―

不可

請求記号

学位授与日

主査 修士論文題目・副題 閲覧
許可

備考

2003年3月15日

03A01 宮崎 アカデミック場面における理工系留学生のインターアクション
―「実験」場面を事例に―

可

03A02 蒲谷 音声コミュニケーションにおける「相互理解」に関する考察
―より深い理解のために

不可

03A03 宮崎 自然習得環境にある既婚女性のネットワーク
―地域日本語支援の観点から―

可

03A04 川口 日本語の「普通体」と韓国語の「パンマル」の言語形式の対照研究
―友人同士の談話分析を中心に―

不可

03A05 蒲谷 敬語接頭辞「お・ご」を用いた敬語化とその敬語表現に関する一考察 不可

03A06 川口 無助詞文の段階性と出現条件
日本語教育への応用を目標に

不可

03A07 鈴木 条件表現における「と」「たら」の日中対照研究
―日本語教育の立場から―

不可

03A08 吉岡 日本語初級・中級教材における類似表現の文法項目の研究
―推量表現「ようだ・らしい・みたいだ」を中心に―

不可

03A09 鈴木 逆接接続表現の日中対照研究
―日本語の逆接接続助詞・接続詞と中国語の関連詞語の比較を中心に―

不可

03A10 細川 日本語教育における学習者の自己相対化について
―私のことばのオリジナリティを求めて―

不可

03A11 川口 「表現意図」の観点から見た日本語教育における副詞
―副詞類義語の日・韓対照―

不可

03A12 佐久間 「発話機能に基づく日本語の相談の談話の構造分析」 不可

03A13 蒲谷 待遇表現としての「提案表現」に関する考察 可

03A14 蒲谷 依頼の会話における待遇ストラテジーの研究 不可

03A15 鈴木 非漢字圏中上級学習者の効果的漢字習得のための語彙選択と漢字認知処理の研究 不可

03A16 宮崎 夜間中学校に在籍する日本語学習者の言語行動管理
―学習環境とインターアクション行動の分析から―

不可

03A17 宮崎 第三者言語接触場面における上級学習者の会話参加
―言語ホストとしての参加調整ストラテジーに関する一考察―

可

03A18 吉岡 アクティビティ－から見たオーストラリアと日本の教材に関する一考察
―韓国の年少者のための日本語教育への活用を目指して

不可

03A19 佐久間 韓国人学習者の要約文における原文の文章型の理解に関する研究 不可

03A20 吉岡 日本統治下の台湾における初等教育
―大正2年～大正12年の公学校教科書を中心に―

不可

03A21 吉岡 中等教育段階の外国語教育としての日本語教材の役割と特質
―オーストラリアの教材分析を中心に―

不可

03A22 川口 「日本語教育におけるオノマトぺ指導の現状とその方策―日本語教育基本オノマトぺの選定とその指導への試み―」 不可
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03A23 細川 日本語学習者の「日本文化」をめぐる固定観念についての「気付き」
―理論的考察とその実態についての事例研究―

可

03A24 宮崎 外国人留学生の文章産出過程の研究 不可

03A25 宮崎 日本語母語話者と学習者の遠隔接触場面におけるインターアクション
―ビデオ会議システムを用いた日本語教育の試み―

不可

03A26 川口 中国語（普通話）母語話者に対する日本語の授受表現の指導 不可

03A27 鈴木 日中受動文の対照研究
―日本語教育の角度から―

不可

03A28 川口 日本語教育における使役表現の日・韓対照研究 不可

03A29 川口 ラトヴィア語母語話者のための日本語初級レベルにおける格助詞の解説教材
―格助詞「ニ」を中心に―

不可

03A30 川口 「い形容詞＋ナイ」の韻律的特徴と表現意図 不可
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