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概要
バラク・オバマ、ラリー・ペイジ、マイケル・ジャクソン、ハンク・アーロンなど、アメリカの文化と社会を学ぶ
上で役立つ政治家、

名演説で学ぶアメリカの文化と社会 (CD付) · アジアンドッグ 東京都東村山市久米川町.
￥1,000. 上岡 伸雄. 【初版】ＣＤ未開封。通常使用による若干の使用感はありますが、良好なコ
ンディションです。 領収書付。公費(書店情報の欄に詳細あり、公費ご希望の際には必ずご確認く
ださい)。発送は、ゆうメール・レターパック・ゆうパック(詳細は当店.
国際研究学の領域としては、国家間・民族間の紛争や宗教対立、難民問題などをあつかう国際
関係学、アジア、アフリカといったそれぞれの地域の文化・社会をテーマとする地域研究 . つまり一つ
の学部、学科に属するものではなく、さまざまな学問の要素を組み合わせて学ぶことが、国際的な

知識と思考力を作り上げる、という構造の学問なのだ。
小川高義著『翻訳の秘密――翻訳小説を「書く」ために』、上岡伸雄『名演説で学ぶアメリカの文
化と社会』、大森望『特盛！ SF翻訳講座――翻訳のウラ技、業界のウラ話』などの文学、翻訳
関係の書籍に加えて、デイビッド・セイン『ネイティブが教えるほんとうの英語の時制の使い分け』、ロ
バート・ヒルキ「頂上制覇 TOEIC®テスト 究極の技術」.
TED×Hanedaで社会評論家のローランド・ケルツ氏が登壇しました。日本人の母を持つケルツ氏
は、 . 日本では「困った状況でも文句を言わず頑張る」という文化が根付いており、これはアメリカと
は正反対の文化です。ケルツ氏は、このような . 頑張る・我慢・自粛」が日本文化の強み–日米
ハーフの社会評論家が語る、世界が日本に学ぶべきところ.
タイトル, 名演説で学ぶアメリカの文化と社会. 著者, 上岡伸雄 編著. 著者標目, 上岡, 伸雄,
1958-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 研究社. 出版年, 2010. 大きさ、容量
等, 244p ; 21cm + CD2枚 12cm. 注記, 文献あり 索引あり. ISBN, 9784327452261. 価格, 2300
円. JP番号, 21694219. NS-MARC番号, 104651600. 出版年月日.
カンバセーションパートナー制度. 当センターの英語講座受講生と、日本語を学ぶアメリカからの学生
とが、お互いの語学力の向上、文化理解や友情を深めるために、希望学生を対象に会話の相手
を紹介する制度です。授業では習わない表現方法や、互いの親交を深める絶好の機会です。 カン
バセーションパートナー.
2016年9月20日 . ニューヨークを読む――作家たちと歩く歴史と文化』（中公新書）. 『英語力は英
訳本でみがく――日本の文豪作品からオタク文学まで』（NHK出版）. 『名演説で学ぶアメリカの文
化と社会』（研究社）. 『ヴァーチャル・フィクション――マルチメディア時代のアメリカ文学』（国書刊行
会）（アメリカ学会清水博賞受賞）等、. 翻訳に、.
大学・短大での共通科目「英語Ⅰ」などで使用できる教科書。映画を通して、言語習得だけでな
く、異文化や諸問題の歴史的・政治的背景を理解し，様々なコンテキストのなかでコミュニケーショ
ンができるようにする。学生にとって理解しておくことが重要と考えられるテーマを１つのユニットとしてま
とめ、16のユニットで構成する。 【指導用 本文全訳・.
チャンスを与えるようになったきっかけについて、アメリカ社会の多様性に関係しているとして. いる。アメ
リカ社会における多様性とは何 . チャンスを与えてくれるアメリカにおける社会システムの現状、人々
に共有される価値観、アメ. リカ社会における多様性について論じて .. の大切さを学ぶ」と述べてい
る。21. ３．リストラ、ホームレスなど社会的弱者.
2016年10月13日 . ご講演された上岡先生のご著書には『テロと文学』のほか、 『ニューヨークを読む
――作家たちと歩く歴史と文化』（中公新書） 『英語力は英訳本でみがく――日本の文豪作品か
らオタク文学まで』（NHK出版） 『名演説で学ぶアメリカの文化と社会』（研究社） 『ヴァーチャル・フィ
クション――マルチメディア時代のアメリカ文学』（国書.
2013年1月14日 . 名演説で学ぶアメリカの文化と社会」という本で、今日はオバマ大統領の演説を
音読してみた。 この本の素晴らしいところは、英語とアメリカ文化を一石二鳥で学べるところだ。 英
文には全て訳がつき、英文の後には文化的な背景の詳しい解説もされている。 なので、演説をきっ
かけにアメリカの文化や歴史について学ぶことができる.
映画『エリン・ブロコビッチ』で学ぶ実践英語の基本. 金星堂. 9784764739932. English Literacy.
TRANSCULTURE: Transcending Time, Region and Ethnicity. 金星堂. 9784764740426.
English Communication. ビデオで視る世界の文化. 朝日出版社. 9784255154800. English
Literacy. 英語で読む現代世界の文化・社会・言語―植民地.
2015年6月9日 . 英語リスニング力の上達に有効な参考書を30冊まとめました。参考書は難易度
別に掲載しておりますので、あなたのレベルに合う教材をを是非とも手にとってみてください。リスニング
力をアップさせたい方におすすめな記事です。
三木 義一 (青山学院大学教授・弁護士)／編著 2017年4月発売 四六判 ， 384ページ 定価
2,268円（本体 2,100円） ISBN 978-4-641-28141-7. わかりやすい対話形式による税法の入門書の
決定版。はじめて税法を学ぶ人たちに最適。税法総論から所得税・法人税・消費税・相続税・そ
の他諸税等税法ほぼ全部を網羅。最新の法令および統計.

2015年3月16日 . しかし、ある論争テーマが先に見たような「文化戦争」の状態に陥ると、特定の集
団が排斥され、または文化的信条を否定された結果、社会の中に居場所を失う、といったことが起
きやすくなる。「文化戦争」は一方が勝てば一方が敗者になるというゼロサム的な闘争になりやすく、
とりわけアメリカのローカルな政治では、刑法と警察力.
2016年10月26日 . 参加者は，日本語学習や違う文化や歴史を学ぶことを通じて得た経験や日頃
感じていること，そして様々な社会問題など，さまざまなトピックスについてスピーチを . 審査員からは
日本語のレベルの高さのみならず，個人の意見をしっかりと述べている点が特に印象的であったとの
講評と共に，今後も日本語 や日本文化に興味を.
2018年1月16日 . ヨネヤマ アスカ YONEYAMA, Asuka 米山 明日香 所属 青山学院大学 社会
情報学部 社会情報学科 . 2016/04～, アメリカ大統領の演説に関する研究 個人研究. 2. 2010,
英語の名演説に関する研究 個人研究. 3. 2004 . 著書, 名演説から学ぶ英語 （単著） 2014/10.
5. 著書, 発音も学べる イギリス英語リスニング （単著） 2014/.
英語学専攻. この専攻では英語の言語学的側面について学ぶほか、文学以外の切り口によって英
米の文化と社会を考え、英米以外の英語文化圏や地域についても理解を深めます。
一方的に話すスピーチなどと異なり、「読む、聞く、書く、話す」という通常の4 技能に加え、相手との
人間関係や周囲の状況、文化の違いなどコンテクストに依存する比重が高い「インターアクション」
（やりとり） . 母語以外に複数の言語を学ぶことで国際社会での相互理解を可能にするという複言
語主義（plurilingualism）を基本理念としています。
名演説で学ぶアメリカの文化と社会. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 2,300円. 税込価格
2,484円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の販
売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイント
は、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品.
2017年5月17日 . テーマ：アメリカ社会と文化のあれこれ. こちらアメリカでは、5月・6月は大学の卒
業シーズンです。 既に夏休みに入った学生も多く、この辺にもヤングピープルが出没し始めていて .
世代を超えて語り継がれる名スピーチがいくつかある中で、今でも代表的なのが、. アップルの生みの
親、故Steve Jobsさんのスタンフォード大学で.
グローバル化する社会では、仕事の目的に応じた英語力「ESP＝English for Specific
Purposes（目的・職業別英語）」と、互いの文化や価値観を尊重し合う姿勢に加えて、日本人なら
ではのホスピタリティ・マインドが求められています。世界へと大きく拓かれていく社会の変化を先取り
し、学生のめざす進路に対応した4つの履修モデルを設定してい.
2012年1月15日 . 現在話題になっている英語のニュースから、旬な英語表現をピックアップ。異文化
ビジネスコンサルタントの山久瀬洋二が、グローバルな視点で文化背景、歴史、時事などを解説。
日本人は誰の英語を学ぶべきか. ─ World Englishesという視点からの英語教育 ─. 神 谷 雅 仁.
本論文では英語学習を（英語の）文化学習の一部と位置付け、日本における. アメリカ英語への
過度の偏重は日本人学習者のアイデンティティー危機、あ. るいは社会全体への言語支配につな
がると警告する。英語は今や様々な国や. 地域で使用される.
2016年12月11日 . リンカーンの演説を下敷きにしたというケネディの「大統領就任演説」。抑揚をつ
けながら . スピーチライターの蔭山さんに、名演説を紹介してもらった。実際に声に出して . 世界各
国のみなさん、アメリカが自分のために何をしてくれるのかを問うのではなく、人類の自由のために、と
もに何ができるかを問うてほしい。 Finally, whether.
2008年8月6日 . だからこそ、ケニア人を父に持つハーフで、しかも黒人社会で育ってないハワイ出身
のオバマは、厳密な意味では「アメリカ史における最初の黒人大統領」ではない、という見方も黒人
指導者から向けられていたのである。 .. 増刷されることが決まったのは、ボストンの名演説で「民主
党のオバマ」になってからのことだ。日本語訳も.
学ぶ内容. フランス語は世界で2億5000万人が共有する国際言語です。国連で2番目の公式言語
でもあり、ユネスコやWHO（世界保健機関）など、多くの国際機関で主要言語として用いられてい
ます。フランス学科では、このフランス語を集中的に学習し、高度なフランス語運用能力を育成しま
す。その上で、フランスの文化、文学、思想、社会、政治.

名演説で学ぶアメリカの文化と社会 (CD付)』(上岡伸雄) のみんなのレビュー・感想ページです。こ
の作品は16人のユーザーが本棚に登録している、研究社から2009年12月18日発売の本です。関
連キーワード：speech, アメリカ文学, アメリカ, speaking, 翻訳, read, アメリカ文化, aloud.
サンフランシスコ湾岸地域は「イノベーションのメッカ」です。人種・民族・文化的にも多様な地域で、
「スチューデントパワー」や「ブラックパワー」など、60年以降のマイノリティや若者の運動がアメリカ社会
を変えてきました。さらに近年では、人権や貧富の差に焦点をおいた、社会的公正の実現を目指す
ソーシャル・ジャスティス運動や社会起業が活発に.
異なる文化背景を深く掘り下げ、さらに、専攻言語だけでなく、複数の言語を学ぶことで複眼的な
視野を獲得し、言語運用能力と対人能力の高いグローバル人材を育成します。 . 英語）、複言語
プログラム、英語基幹プログラム［CELP］、世界教養プログラム、英語音声学、アメリカ文学史、英
語史、アメリカ研究、英米研究（言語、地域、文化） など.
ビジネス英語道場|大森善郎のビジネス英語道場「オバマ大統領のスピーチから学ぶ世界の一般
常識」 . 世界の政治・経済・文化・安全保障は、アメリカを中心として回っており、そしてアメリカの
トップである大統領が関心を持つことがらは（アメリカの国内の事柄でも）世界にとっての時事問題そ
のものであり、アメリカ大統領の発言その一言一言が.
あんず日本語教室には，みんなで一緒に日本語を勉強して，お互いの文化や習慣について新しい
発見があ. ります。授業中に自分の ... は，彼の本『エピックオブアメリカ』の中で，アメリカンドリームと
は社会的な階級の統一であると書きま. した。そしてまた，生活 .. 私は，学ぶことや国際交流に年
齢は関係ないと思っています。 私は，子どもたちの母.
2011年9月17日 . 多様な文化・社会が関係し合う中において生じる課題の解決を志向する研究
「多文化関係学」。本書はその視座から、実質的に多文化社会になったといえる日本の現実を見
つめ、社会が直面している様々な課題を掘り下げ分析し、人々が今後進むべき道筋を読者と共に
考える。
大阪大学文学部助手（1989－91年）、追手門学院大学文学部講師（1991－94年）を経て、
1994年より名古屋大学文学部助教授、2006年2月、教授。また、フルブライト奨学生（1988－89
年）、文部省在外研究員（1997－98年）。 学位：博士（文学） 所属学会：アメリカ学会（評議員：
2002－10年、理事：2010－16年、常務理事：2014－16年）、日本.
2010年2月1日 . TOWER BOOKSマンスリー“WordsWorth”第4回目「名演説で学ぶアメリカの文
化と社会 Vol.2」. 開催日時: 2010年02月20日(土) 16:00; 場所: 渋谷店 7F TOWER BOOKS;
出演: 金子靖; 参加方法: 観覧自由。 関連URL: リンク. ・イベント中は、いかなる機材においても
録音/録画/撮影は禁止となっております。 ・会場内にロッカー.
特に2年次4か月間のアメリカ分校への留学をとおし、実践的な英語力を高めるとともに異文化理
解を深めます。そして3年次からは4つの系に分かれ、語学力をさらに高め . 英語の言語的特徴や、
その歴史的な発展を深く学ぶとともに、その背景となる社会と言語との関係も研究します。また、そ
の知識を基にディスカッションやディベートを行い、英語.
学科DATA 学生数：469名 . 同時に、英語が使われる地域の文化・歴史・社会に関する専門的
な学びで、異なる考えや価値観に対する知識と理解を深めていきます。 . 夏休みを利用して、アメリ
カで研修を行う「英米海外研修」、カナダでの3ヵ月間の語学研修、さらに現地でインターンシップが
経験できる「長期海外研修・海外インターンシップ」など、.
英語力を高めるうえで重要なのが、英語の背景にある文化を理解することです。英語圏を代表する
イギリスとアメリカについて、まず地理・歴史・社会・宗教に関する基礎知識を学び、そこから文学・音
楽・美術などへと学びを深めていきます。シェイクスピアによる文学作品などを原文で読む、ハリウッド
映画の変遷を学ぶ、ジャズやブルース、カントリー.
２０ アメリカ学会 (翻訳)『原典アメリカ史社会史史料集』 岩波書店(2006/08). ２１ 亀井俊介『アメ
リカ文化事典』研究社(1999/08). ２２ 池田智 (監修)『新装版英和学習基本用語辞典 アメリカ
史』アルク(2009). ２３ 上岡 伸雄『名演説で学ぶアメリカの文化と社会 (CD付)』 研究社 (2009).
２４ 遠藤 泰生編『史料で読むアメリカ文化史〈1〉植民地時代―15.
米国の若い世代の挑戦心と活力には日本としても学ぶべきところが多いと感じるとともに、日米両

国の若い優秀な人達が新たな協力関係を作り上げる可能性も広がりつつあると感じるのでございま
す。 ご列席の皆様、. 日本人の多くがアメリカの文化に強い親近感を持っている背景の一つには、カ
リフォルニアの文化的な開放的多様性、そして包容力.
名演説で学ぶアメリカの文化と社会 (CD付)の感想・レビュー一覧です。}
名演説で学ぶアメリカの歴史』のカテゴリ. 登録されているカテゴリはありません。 関連書籍. コズモポ
リス. ドン・デリーロ、上岡伸雄、DonDelillo, 新潮社, 2100円, 2004年02月27日. 本が好き！ラン
ク：19｜書評数：2. 【書評を読む】-【読みたい】-【持っている】-【読んだ】-【書評を書く】. 名演説で
学ぶアメリカの文化と社会 (CD付). 上岡伸雄, 研究社,.
従って、このように歴史的にキリスト教と不可分の関係にあるアメリカでは、すべての社会問題・思想
はキリスト教思想となりえます。それらを神という究極的存在と対峙ないし共存させ、再考察すること
によって、問題点とその解決方法が模索されるのです。アメリカの種々のキリスト教思想を学ぶこと
は、アメリカ自体を学ぶことと密接に関係しているの.
忘れてはいけない！ アメリカの大自然∼. 第 4章 そして未来へ. 33 世界を変えるスピーチ. 35 この星
をこれ以上こわし続けないで. ∼12歳の少女が地球サミットで語った伝説のスピーチ∼. ※本書では .
げ、他者を尊重する力を育むことにもつながり、そうした力は多文化共生社会を実現するためにも欠
かせません。 そんな国際交流の楽しさ、大切さ.
あなた方が殺そうとしているのは、私です（Charlotte Aldebron [2003]） 30. 今日、ロウはこれまで以
上に危機に瀕している（Hillary Rodham Clinton [2005]） コラム６ 恥を知れ、ミスター・ブッシュ！
（Michael Moore [2003]） 地図３ アメリカ50州と州都と主要都市 アメリカ史年表 おもな参考文献
索引. 関連商品: 名演説で学ぶアメリカの文化と社会.
2016年12月11日 . アメリカのスピーチ文化を理解するよき材料. この演説は、リンカーンのゲティス
バーグ演説（http://president.jp/articles/-/20724）を下敷きにしています。「自由の祝福」というテーマ
も、共産主義対自由主義の戦いの中での言葉です。前半に出てくる「神の手から生まれた信念」と
いう考え方も同じです。 ケネディのスピーチから学ぶ.
名演説で学ぶアメリカの文化と社会」 （上岡伸雄氏編著、研究社）. 人物及び各演説がなされた
背景等、ほぼ全てを上記書籍で上岡伸雄氏の解説にお世話になりました。同氏と株式会社研究
社に深く御礼申し上げます。 なお、著作権を有する英語原文（15）は遠慮することにしました。 文
中の(.)は、割愛部分.
Amazonで上岡 伸雄の名演説で学ぶアメリカの歴史。アマゾンならポイント還元本が多数。上岡
伸雄作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また名演説で学ぶアメリカの歴史もアマ
ゾン配送商品なら通常配送無料。
2009年8月4日 . 名演説を読んで、聴いて(生声収録!)、アメリカの文化と社会を学ぶ!バラク・オバ
マ、ミッシェル・オバマ、ヒラリー・クリントン、アル・ゴアら政治家だけでなく、ラリー・ペイジ(Google)、ビ
ル・ゲイツ(元Microsoft)、ジェフ・ベゾス(Amazon)、スティーブ・ウォズニアック(Apple創設者)らのビジ
ネス界の大物や、ブルース・スプリングス.
スピーチの天才100人達人に学ぶ人を動かす話し方 . 力強い言葉と巧みなコミュニケーション力で、
人々の心を鼓舞し、社会に大きな影響を与えた名演説家たち。スピーチの組み立て方から言葉の
. 1896年、1900年、1908年の3度にわたりアメリカ大統領選臨んだウィリアム・ジェニングズ・ブライアン
はこう述べている。「話す内容を理解し、自分が.
文学から見た歴史』野田学,米塚真治共編注 ジエムコ出版 2001; 『英語達人読本 音読で味わう
最高の英文』斎藤兆史対談 中央公論新社 2004; 『アメリカ合衆国の地理』ジエムコ出版 2005;
『名演説で学ぶアメリカの歴史』研究社 2006; 『名演説で学ぶアメリカの文化と社会』研究社 2009;
『アメリカの名演説 リーディング・テキスト』佐久間みかよ、.
2016年5月10日 . アメリカ大使館主催：『2016年アメリカ大統領選を学ぶ！ . オバマ大統領のス
ピーチや、2016年大統領選候補者のテレビ演説などを教材にしながら、 . スピーチや議論学研究に
加え、米大統領選にも造詣が深く、主著書に『政治レトリックとアメリカ文化－オバマに学ぶ説得コ
ミュニケーション』、『こころを動かす−共感のことば説得.
2016年12月27日 . 専門分野は異文化コミュニケーション・社会言語学・ユーモア学。コミュニケー

ション全般、および英語教育における"笑いとユーモアの効果"を専門研究としている。その一環とし
て1997年から英語落語の海外公演をプロデュースし、自身も古典・新作落語を演じ、自ら司会を
務めるなど意欲的に活動中。アメリカ、フィリピン、インド、.
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに名
演説などの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品ですぐ売
れる、買える商品もたくさん！
リスニング中級 得意分野を作る「名演説で学ぶアメリカの歴史 著者：上岡伸雄」 「名演説で学ぶ
アメリカの文化と社会 著者：上岡伸雄」. 【 楽天市場で探す 】. 【Amazon.comで探す 】. 【解説】
おすすめ英語教材 ⑤ リスニング教材の選び方. おすすめ英語教材（多読）. 「アメリカの小学生が
学ぶ歴史教科書 著者：村田薫 James M. Vardaman Jr.」.
異文化対応能力. ７． リーダーシップスキル. ８． 意見交換する力. ９． 英語で読んだり聞いたりし
たものを英語でまとめて伝える力. １０． 常に心身ともに元気でいること . 大学ではアカデミックな勉
強を学ぶことはできますが「人間関係」や「日本人向けの日 . 自分の意見を持ちそれをオープンにま
た明確に発言する力がなければアメリカ社会に溶.
名演説で学ぶアメリカの文化と社会 (CD付)の感想・レビュー一覧です。
2017年3月31日 . 子どもの英語教育を学ぶスタディツアー” （チラシをクリックすると大きく見れます）
出羽庄内国際村では、英語教育に携わる方などを対象とした研修ツアーを行っています。日本国
内での . コロラドの大自然の中、ホームステイを通して生きた英語に触れ、多文化社会に生きる子
どもたちを取り巻く環境を一緒に体験してみませんか。
Title, 名演説で学ぶアメリカの文化と社会. Author, 上岡伸雄. Editor, 上岡伸雄. Publisher, 研
究社, 2009. ISBN, 4327452262, 9784327452261. Length, 244 pages. Export Citation, BiBTeX

EndNote RefMan.
ゲド 戦いのはじまりを見た人におすすめ. BOOK. ニッポンの狩猟期 · 盛田隆二. BOOK. スピリチュ
アル・ティーチング 能力に目. ソニア・ショーケット. BOOK. ユーロから始まる世界経済の大崩壊 ·
ジョセフ・E・スティグリッツ. BOOK. 名演説で学ぶアメリカの文化と社会 · 上岡伸雄. BOOK. サウ
ダージ · 盛田隆二. BOOK. 寺山修司・遊戯の人.
現代アメリカ小説専攻。主な著書に、『名演説で学ぶアメリカの歴史』『現代英米小説で英語を学
ぼう―Read and Translate』（研究社）、『洋書事始は映画から』（日本放送出版協会）、『ニュー
ヨークを読む―作家たちと歩く歴史と文化』（中央公論新社）、『CD付き英語達人読本』（共著）
（中央公論新社）など、主な訳書にドン・デリーロ『墜ちてゆく男』『.
ジェトロ・アジア経済研究所>出版物・報告書>報告書・レポート>海外研究員レポート>ルック・マ
レーシア：人と企業のグローバル化に学ぶ ... また、そうした異なる文化や宗教を背景とした人々が、
お互いを尊重しながら生活していること、一方で、深いところにある民族間の緊張への対応など、グ
ローバル化した社会の中で生きる流儀を学ぶことが.
国立大学法人愛知教育大学 国際交流センターウェブサイト。南北アメリカ。 . ENG220:英語をとり
まく社会問題（方言，第二言語習得）の考察。 JAPA334: . COMM290という異文化コミュニケー
ションのクラスは，アメリカの文化（低コンテクスト，個人主義など）についても学ぶことができ，カル
チャーショックなど留学生にとっては，実体験があるので.
2017年1月21日 . 2017年1月20日、ドナルド・トランプ（Donald Trump）が第45代アメリカ大統領に
正式に就任しました。式典の中で行われた大統領就任演説（inauguration speech）はとりわけ大き
な注目を集めました。 大統領就任演説は、国民に広く語りかける性質のものであり、文章表現は
基本的に平易です。特にトランプ氏は語彙も文法も.
小川高義著『翻訳の秘密――翻訳小説を「書く」ために』、上岡伸雄『名演説で学ぶアメリカの文
化と社会』、大森望『特盛！ SF翻訳講座――翻訳のウラ技、業界のウラ話』などの文学、翻訳
関係の書籍に加えて、デイビッド・セイン『ネイティブが教えるほんとうの英語の前置詞の使い方』、ロ
バート・ヒルキ「頂上制覇 TOEIC®テスト 究極の技術」.
スペイン語圏とポルトガル語圏は歴史的にも現代社会においても密接な関係を持っています。その2
つの言葉が話される地域を「イベロアメリカ」という単位で広く捉え学ぶことで、より広い視点で世界を

見つめ直す力を身に付けることが可能になります。現在、事実上の世界共通語は英語と言われて
いますが、芸術や文化面ではラテン語系列のスペイン.
アメリカの地理・歴史教科書の検証と国土教育（前編）. −オバマ大統領演説 . アメリカ国民は. こ
のオバマ大統領の就任演説をどのように受け止め、そして. 彼のもとでこのアメリカ合衆国という国を
如何に再生してい. こうと考えたのであろうか。 ... [基準4]アンテ䊔ラム期(南北戦争前の時代)にお
ける文化的䋬宗教的䋬および社会的改革運. 動の根源.
タイトル, 名演説で学ぶアメリカの文化と社会. 著者, 上岡伸雄 編著. 著者標目, 上岡, 伸雄,
1958-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 研究社. 出版年, 2009. 大きさ、容量
等, 236p ; 21cm + CD2枚 12cm. 注記, 文献あり 索引あり. ISBN, 9784327452247. 価格, 2300
円. JP番号, 21636753. NS-MARC番号, 102187500. 出版年月日.
私と二人の娘は、夫のアメリカ駐在に伴い１９８７年にロスアンジェルス郊外に住居を構え、異文化
の国での生活がスタートしたのです。 当時小学校５年生と２年生の . 高校は大学と同じシステムで
単位制であるため、数学、英語、社会科、理科などの教科がデパートメント制（学部、科）になって
いて区別されています。教師は各デパートメントに所属し、.
設立年, 2004年国際文化学科から改組. 1学年定員, 115名. 専任教員数, 9名. 学生数, 267名
（男子：65 女子：202） [2017年5月1日現在]. 卒業後の主たる進路 . ビジネス英会話; 英文法Ⅰ・
Ⅱ; 国内英語研修; TOEIC対策; TOEFL対策; スピーチコミュニケーション; パワーカンバセーション;
英語で学ぶアメリカ社会; 英語で演じるドラマ; 英語学.
ここは作家・ジャーナリスト 弓狩匡純のオフィシャルホームページです。 新刊、既刊などの情報やプロ
フィールなどを掲載しています。
2017年1月27日 . 注目された就任演説は約１６分間で、大統領選の期間中から訴えていた「米国
第一」主義を改めて前面に打ち出した。一方で歴代大統領が就任演説で触れてきた国際社会で
の米国の役割や理念は影を潜めた。「演説」をどう . これまでの米大統領の名演説は米国民だけ
でなく、他国の国民にも向けたメッセージだった。ケネディ元.
ハーバード大学の歴史学者で日米と異文化間の架け橋であったエドウィン・O・ライシャワーの名言
を通して、日本と国際社会のあり方とは何かを学ぶ。利害が . アメリカの平和運動史 1）1920年代
のアメリカ社会 2）平和思想の萌芽 2．青年ライシャワーの平和研究 1）ヤッシー教授の人物像 2）
「平和協会」の設立Ⅳ ライシャワーの視座と提言 1．
2009年7月12日 . 友人はこの本の調査に関わっていました。とても面白そうな本で、英語とアメリカに
関する勉強にはとても有効なものようのです。最近日本でオバマ大統領の円説集は人気が高いで
すが、名演説で学ぶアメリカの文化と社会 はスピーカーの幅が広がりますので、より一層の勉強にな
るでしょう。 （ヒラリー・クリントンやアル・ゴアなどの.
2016年7月4日 . 甘い認識を捨てましょう。防御（攻撃）の術を知っている中国、インドやアメリカなど
の諸外国は世界中に存在する自らの国益を守っています。我々もそうするべきです。 考え方を変え
ましょう。経済、工業、金融、商業、農業とりわけ酪農業、そして文化、環境、社会などあらゆる分
野において。EUをグローバリゼーションのトロイの木馬.
30分のミニ講義を聴講しよう！英語パブリックスピーチと説得の技法. 英語を勉強しているとケネディ
大統領やキング牧師、スティーブ・ジョブズやマララさんなどの名演説に触れる機会があります。そうし
たスピーチはなぜ聴き手に強く訴えかけてくるのでしょうか。大勢の聴衆に対して行われる英語スピー
チの説得の秘密を探ります。
2016年5月27日 . 下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。 広島平和記
念公園. 2016年5月27日. 71年前の明るく晴れわたった朝、空から死が降ってきて世界は一変しま
した。閃光（せんこう）と炎の壁によって町が破壊され、人類が自らを破滅させる手段を手にしたこと
がはっきりと示されました。 私たちはなぜ、ここ広島を.
異文化を肌で感じるとともに、世界の人々と相互理解を深めることにより、国際社会における日本
の役割を考え、柔軟な思考と広い視野を持つ人材になる。 研修内容英語の読み・書き・文法など
の基礎的な学習と英会話の授業のほか、ハワイやアメリカの文化や歴史について学習する授業、ス
ピーチの基本を学ぶ授業などで構成されます。いずれも少.

名演説で学ぶアメリカの文化と社会/上岡 伸雄（社会・時事・政治・行政） - バラク・オバマ、ラリー・
ペイジ、マイケル・ジャクソン、ハンク・アーロンなど、アメリカの文化と社会を学ぶ上で役立つ政治家、
ビジネス界の人物、歌.紙の本の購入はhontoで。
Amazonで上岡 伸雄, 田村 理香, 佐久間 みかよ, Peter Serafin, Xanthe Smithのアメリカの名演
説 リスニング・テキスト。アマゾンならポイント還元本が多数。上岡 伸雄 . 名演説で学ぶアメリカの
文化と社会』、そして『アメリカの名演説 リーディング・テキスト』とあわせて学習すれば、さらに効果
的！ ＊ＣＤ音声はＭＰ３フォーマットで作成されています.
受講者の英語を聞き取る力を上げることを意図するが、その過程で必然的に語彙の強化にも取り
組む。また、まとまった談話を聞き取る場合はその談話の構造を予測できるようになるためのヒントも
提供したい。更に、アメリカ英語とイギリス英語の違いや、同じ国の中の地域的・社会的なアクセント
の違いなどについても触れていく。 ※詳しくはシラバス.
2017年11月13日 . 現職：東京大学大学院総合文化研究科教授. Professor, Graduate School
of Arts and Sciences, The University of Tokyo. 北海道札幌市生まれ Born to and raised in a
Japanese Mennonite family in Sapporo, Japan. 学歴/Academic Background 北海道札幌南高
校卒業（1985） 北海道大学入学（1985） ゴーシエン大学.
このページ内の商品のみが対象です。 ※中古/新品在庫が両方ある場合は、中古を優先します。
中古. アメリカの小学生が学ぶ歴史教科書 · アメリカの小学生が学ぶ歴史教科書(単行本). (単
行本)ジェームス・Ｍ．バーダマン,村田薫.
名演説で学ぶアメリカの文化と社会. 上岡伸雄編著. 研究社, 2009.8. タイトル別名. Learning
American culture and society through famous speeches. 名演説で学ぶアメリカの歴史. アメリカの
文化と社会 : 名演説で学ぶ. タイトル読み. メイエンゼツ デ マナブ アメリカ ノ ブンカ ト シャカイ.
名演説で学ぶアメリカの文化と社会 - 上岡伸雄 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！
購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
現代研究コースゼミナールＢ · 名演説で学ぶアメリカの文化と社会― · 4単位 · 通年 · 上岡 伸雄
教授 · 現代研究コースゼミナールＣ · Notwithstandingを読む― · 4単位 · 通年 · 眞野 泰 教授 ·
現代研究コースゼミナールＤ · Contemporary Studies― · 4単位 · 通年 · Ａ．フィッツサイモンズ 教
授 · 英語文化コースゼミナールＡ · 近代イギリスと.
しかし、授業では、アメリカの歴史、文化、社会問題などについて深く学んでいきます。 前期の授業
では、アメリカ史に残る有名なスピーチの数々や重要文書を、映像を視聴しながら学びます。中学
や高校でもマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の"I have a dream"の名演説は学ぶかもしれ
ませんが、その背景をより深く掘り下げながら、言葉の.
具体的には、言語と文化と社会との相関に関わる諸理論の検討、言語構造を反映した記号体系
や表象システムの分析、各種の言語文化集団の理念やコミュニティ意識などの . また、米国フルブ
ライト財団との協定により部会内に設置された「アメリカ文庫」は、アメリカ文化・文学に関する基幹
図書として研究者や学生に多大な便宜を与えている。
2017年11月3日 . ３日、来日中のイヴァンカ・トランプ氏が都内で、国際女性会議WAWに出席し、
演説を行いました。TBS NEWS@tbs_news【お知らせ】 . 名演説で学ぶ英語』（祥伝社新書）が
2014年10月2日に発売。 『４週間集中ジム 発音も学べる .. （３）アメリカと日本における女性の社
会参加・進出について。数字を用いて、具体的に説明。
Amazonで上岡 伸雄の名演説で学ぶアメリカの文化と社会 (CD付)。アマゾンならポイント還元本
が多数。上岡 伸雄作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また名演説で学ぶアメリ
カの文化と社会 (CD付)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
現在、東京理科大学教育支援機構教職教育センター講師。『ワークで学ぶ道徳教育』（編著、
ナカニシヤ出版、2016年）、『ワークで学ぶ教育学』（編著、ナカニシヤ出版、2015年）、『シュタイ
ナー「自由」への遍歴――ゲーテ・シラー・ニーチェとの邂逅』（京都大学学術出版会、2012年）、ほ
か。 ＊ ○著者紹介 平石晃樹 金沢大学人間社会学域学校.
2017年4月4日 . 深まる社会の分断. まず、私が訪ねたのは、近年のアメリカ社会の分断の出発点
ともなった現場です。 花澤 「１６年前、この場所でアメリカ同時多発テロ事件が起きて、およそ３，０

００ .. 富がごく一部の富裕層に集中して、また、多くの人が国境を越えることで自国の文化が脅か
され、そして、テロなど治安面での危機感も高まると。
名演説を読んで、聴いて（生声収録！）、アメリカの文化と社会を学ぶ！バラク・オバマ、ミッシェル・
オバマ、ヒラリー・クリントン、アル・ゴアら政治家だけでなく、ラリー・ペイジ（Ｇｏｏｇｌｅ）、ビル・ゲイツ（元
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）、ジェフ・ベゾス（Ａｍａｚｏｎ）、スティーブ・ウォズニアック（Ａｐｐｌｅ創設者）らのビジネス界
の大物や、ブルース・スプリングスティーン、.
2016年11月1日 . 名演説で学ぶアメリカの文化と社会 / 上岡伸雄編著 研究社 , 2010.1. 302.53Ka38m. アメリカ政治 : 制度・文化・歴史 / 西山隆行著 三修社 , 2014.6. 302.53-N87a. 新時代ア
メリカ社会を知るための60章 / 大類久恵, 落合明子, 赤尾千波編著 明石書店 , 2013.6. 302.53O71s. 変化するアメリカの顔 : 現代アメリカ論 / 示村陽一.
専門分野はアメリカ政治外交史（冷戦初期）・アメリカ大統領の演説分析。主な著述は、単著『昭
和天皇の全国巡幸』（アーカイブス出版、2008年）、共著『アメリカ外交の分析』（大学教育出版、
2008年）、共著『アメリカ社会を動かすマネー』（三和書籍、2008年）、共著『英語世界のことばと文
化』（成文堂、2008年）、共著『アメリカ的価値観の揺らぎ』（.
名演説で学ぶアメリカの文化と社会 [単行本]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバ
シ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国
へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
2009年12月16日 . 19日発売のものは、手に入りにくい前の版と比べると、マイケルの演説は2倍に
なっています。http://webshop.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-45226-1.htmlまたなくならないうち
に早めにgetしたほうがいいと思い.
2016年8月1日 . クリントン受託演説は米政治文化の教科書だ 党大会最終日の . 党大会の最後
を飾る受託演説において、クリントン氏は、おそらく歴史に残るであろう、名演説を披露した。 . 友人
の皆さん、私たちは国家発祥の地、フィラデルフィアにやって来ました。240年前にこの町で起きた出
来事から、今もなお学ぶことがあるからです。私たち.
名演説で学ぶアメリカの文化と社会 (CD付) on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying

offers.
2009年8月9日 . 僕にとって、紅茶を飲むことは文化的洗練の証しだが、アメリカ人にはキザに映るら
しい。 ～中略～ 紅茶を飲むと聞いて、たいていのアメリカ人男性が示す反応ときたら、まるで「男
だってイヤリングをしてもいいのだ」と言われたときに、僕の父親が見せた反応にそっくりだ。 「アメリカ社
会」入門―英国人ニューヨークに住む (生活人.

