Inter-Faculty Education & Research Initiative, Graduate School of Humanities and Social Sciences

Interdisciplinary Special Series of Seminars 2009
The Science of Dialogue in Civilization and Humanities

The Special Series of Seminars in Civilization and Humanities for graduate students in social and human
sciences will commence from the second trimester 2009. The main objectives of the program are to gain a
better understanding of the complexity of the problems facing today’s world and to better apprehend the art
of dialogue necessary to confront and resolve such problems. It is expected that students will be able to
perfect their research methodology and argumentation skills as well as significantly improve their academic
English ability.
The academic level of the program will be Master-course level with selected themes for doctoral students.
The seminars will be conducted entirely in English.
The Graduate School of Humanities and Social Sciences will award a Science of Dialogue in Civilization
and Humanities certificate to students obtaining the required 10 credits by the end of the program.
Admission:
The program is open to all students of the Graduate School of Human and Social Sciences
An application form can be obtained from the IFERI administrative office which should be duly completed
and returned by 1st September, 2009. Alternatively, the application can be downloaded from the IFERI
home page (http://www.hass.tsukuba.ac.jp/iferi/ ) and returned by email to iferi@sakura.cc.tsukuba.ac.jp.
Required credits:
Introduction – The Science of Dialogue in Civilization and Humanities (1 credit)
Prof. Saburo Aoki . Mondays, 10:10a.m.-11:25a.m.
Special lecture in Humanities (1)III (2 credits) : Body, language and communication
Intensive course by Dr. Yoriko Bochynek Yamada
Scheduled 13th, 14th, 15th and 16th September 2009
Special lecture in Humanities (2)III (2 credits) : Conflict, contact and identity
Intensive course by Prof. Andrej Bekes. Dates to be announced
Special lecture in Humanities (3)III（2 credits） : Peace studies
Intensive course by Prof. Craig Smith. Dates to be announced
Special lecture in Humanities (3)III（2 credits） : The art of dialogue in English language
Intensive course by Dr. Patrick McGuire. Dates to be announced
Start date： 7th September, 2009, 10:10a.m. – 11:25a.m.
Place：
Room B620 (Humanities and Social Sciences building, Tsukuba campus)
Lecturers： Prof. Saburo AOKI (University of Tsukuba)
Dr. Yoriko YAMADA-BOCHYNEK (Akad. Raetin Japanologie der Freien Universitaet Berlin)
Prof. Andrej BEKES (University of Ljubljana)
Prof. Craig SMITH (University of Kyoto Foreign Languages)
Dr. Patrick McGUIRE (Seitoku University)

Information: IFERI

029－853-4091 or iferi@sakura.cc.tsukuba.ac.jp

Inter-Faculty Education & Research Initiative, Graduate School of Humanities and Social Sciences

筑波大学人文社会科学研究科
平成 21 年度

インターファカルティ教育研究イニシアティヴ
文明対話学プログラム（英語）
開講案内

平成 21 年度第 2 学期より「文明対話学プログラム」を開講します。このプログラムは人文社会科学
の広い視野に立って世界の諸問題を認識し、問題解決のための基礎的な方法論と対話力を養い、英語
による表現力を磨くことを目的としています。レベルは大学院博士課程前期レベルですが、博士課程
後期の学生にも役立つようなトピックを選んで解説をし、議論をしていきます。講義はすべて英語で
行います。プログラムを通じて、研究の仕方や議論の仕方を身につけることができます。プログラム
修了者には、人文社会科学研究科より「文明対話学プログラム修了認定証」を授与します。
対象者
応募方法

人文社会科学研究科大学院生（留学生も含む）
英文応募用紙に必要事項を記入し、９月１日までに事務局に提出すること。応募用
紙は IFERI ホームページ（http://www.hass.tsukuba.ac.jp/iferi/）からダウン
ロードすることができます。申込は電子メールでも可能です。
（iferi@sakura.cc.tsukuba.ac.jp）

履修方法

下記の講義 10 単位を履修する。
文明対話学序説（1 単位）第 2 学期月２ 担当 青木三郎
人文科学特講(1)III（2 単位）集中講義 担当 山田ボヒネック頼子
「身体・言語・コミュニケーション」 9 月 13 日・14 日・15 日・16 日
人文科学特講(2)III（2 単位）集中講義
担当 アンドレィ・ベケッシュ
「コンフリクト・コンタクト・アイデンティティ」
人文科学特講(3)III（2 単位）集中講義
担当 クレイグ・スミス
「平和学の実践」
人文科学特講(4)III（3 単位）集中講義
担当 パトリック・マックグアイア
「英語による対話の技術」
（集中講義の日程は決定次第お知らせします。）
平成 21 年 9 月 7 日（月）第 2 時限
筑波大学人文社会学系棟 B620 教室
青木 三郎（筑波大学大学院人文社会科学研究科教授、IFERI 運営委員長）
山田ボヒネック頼子（ベルリン自由大学日本学科准教授）
アンドレィ・ベケッシュ（リュビュリヤナ大学文学部教授）
クレイグ・スミス（京都外国語大学英米語学科教授）
パトリック・マックグアイア（聖徳大学人文学部講師）

開講日：
場 所：
講 師：

問い合わせ先 ：
人文社会科学研究科 IFERI 事務局 029－853-4091
iferi@sakura.cc.tsukuba.ac.jp までご連絡ください。

