
2017年度 ラーニング・アシスタント（LA）一覧 
皆さんの学習上のお悩みにお答えしてくれる先輩方です！アカデミックサポートエリアで勤務しています。気軽に質問して下さいね！ 
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自

己

紹

介

専門は国文学です。修論は日本

の「夢」にまつわる説話につい

て書きました。「言葉」自体に

も興味があります。

宮城県仙台市出身です。学部か

ら哲学を専攻しています。現在

は、とくに教育哲学を研究して

います。ほかにも、博士課程で

は、科学哲学、論理学、倫理学

などを勉強しています。芸術全

般にも興味があり、学部では、

美学芸術学を副専攻し、同志社

大学ピアノ研究会に所属してい

ました。これまで、学んできた

ことを活かし、皆様のお役に立

てれば幸いです。

「ことば」を手掛かりにして、

『平家物語』をはじめとする古

典を研究しています。専門分野

以外でも、国文学の領域を活か

した相手に伝える発表・読み手

が分かる文章を書く方法などな

ど、お力になれることがあると

思います。よろしくお願いしま

す。

中国からの留学生です。美術や

博物館・美術館に関心を持って

います。中国語教師を務めた経

験もあります。中国語や漢文な

どはもちろん、美術史学や博物

館学などの分野でも助言できる

かと思います。ぜひお気軽にご

相談に来てください。

北海道札幌市出身です。芸術全

般や芸術の教育・普及に関心を

持っています。趣味は博物館・

美術館巡り、楽器演奏、寺社巡

りなどです。現在は西洋美術史

を専攻し、十九世紀末象徴主義

について研究しています。

神戸市出身です。現在は3.11と

メディアについて研究をしてい

ます。学部生の時に大学祭の実

行委員長をつとめました。ま

た、中学から大学までは放送部

で番組制作をしていました。趣

味は水泳と茶道です。

学部は広告学専攻で、大学卒業

後、ある広告会社に3年間勤め

ました。それが切っ掛けで社会

というものにますます興味深く

なって、日本に留学に来て社会

学の博士前期課程に進学しまし

た。社会学は様々な領域に関

わっていて、それはほかの分野

にも共通すると思って、ぜひ皆

様とゆっくり話し合って学問研

究の面白さを伝えたいと思いま

す。

山口県防府市出身です。元々教

員志望でしたが、指導教員との

ご縁もあってか大学院に進みま

した。専門は教育社会学で、特

に高等教育論（最近では工学教

育および技術者教育）を学んで

います。昨年度は本学の高等教

育・学生研究センターでリサー

チ・アシスタントをしていまし

た。趣味は料理、バレーボー

ル、音楽鑑賞（ブラックミュー

ジック、電子音楽）です。どん

な些細なことでも学習面のこと

でしたらアドバイス可能ですの

で、お気軽にご相談ください

ね。

三重県津市出身です。専門は教

育、特に高等教育（大学教育）

です。昨年度、本学の社会学部

教育文化学科を卒業しました。

学部時代は同志社大学公認の国

際交流サークルＥ.Ｓ.Ａで幹部

を務め、サークルの運営に携わ

りました。現在は学生の「学

び」や学習意欲、大学の組織・

経営、カリキュラム論、ＡＩと

教育の関係などに関心がありま

す。趣味は読書、映画鑑賞、日

本酒です。ＬＡの中でも学部生

の皆さんといちばん年齢が近い

と思いますし、気軽に話しかけ

てください。

法学部卒業後ロースクールに進

学したものの、実務よりも研究

に興味を持ち、法学研究科の後

期課程へ進みました。専攻は刑

法、比較法はドイツ法。司法試

験合格済です。イラストやデザ

インが趣味で、LAとしても様々

な掲示物等を作成させていただ

いています。

本学法学部政治学科を卒業後、

同法学研究科にて前期課程を修

了しました（政治学）。学部生

時に教職課程を履修していたの

で、法学部に限らず文系の様々

な講義を受講していました。現

在は同研究科後期課程にて、19

世紀から現代にかけての西洋の

政治思想史・政治哲学の研究を

しています。

熊本県出身です。他大学の学部

卒業後、本学へ参りました。ス

ポーツが好きで、文武両道を目

指しています。

経営学における組織行動論を勉

強しています。修士はMBA（慶

應）です。他の大学の経営学部

で組織行動論を非常勤講師とし

て教えています。大学院に入る

前は企業の地方の工場で人事総

務の仕事をしていました。厚生

労働省でインターンをしたこと

もあります。主に社会科学分野

を中心に勉強の仕方や資料の調

べ方などに関してアドバイスや

相談に応じることができるかと

思います。

朝鮮近現代史を専攻していま

す。また、歴史認識の問題、貧

困問題、美術(主に油絵)にも関

心があります。さらに、留学生

チューターを３年やっていたの

で、留学生独特の悩みに対応で

きることもあると思います。趣

味は歌とサッカーです。

専

門

分

野

国文学—説話・比較文学 ジョン・デューイのプラグマ

ティズム

国文学—中世文学 美術史ー仏教美術・東洋美術史 美術史ー西洋美術史、西洋絵画 社会学―メディア学、ジャーナ

リズム論、地域メディア論、災

害報道論。

社会学―ネットワーク論、異文

化社会、異文化コミュニケー

ション

教育社会学―高等教育論・大学

教育学

教育学、高等教育論 社会科学ー法学ー刑事法学（専

攻は刑法です）

政治学−政治学（西洋政治思想

史、現代政治理論）

国際経営 組織行動論、産業・組織心理

学、社会学

歴史学－朝鮮近現代史

助

言

可

能

分

野

国文学（平安〜鎌倉初期）、比

較文学、教育学、韓国語

哲学史、教育哲学、科学哲学、

論理学、倫理学

国文学、言語学、教育学 仏教美術、東洋美術史、博物館

学、漢文、中国語勉強

西洋美術史、博物館学、学芸員

資格、ドイツ語、フランス語、

外国語勉強法

上記の専門分野に加えて、レ

ポート・論文のテーマ設定と書

き方。資料の収集方法、インタ

ビュー調査・アンケート調査の

質問票の作成方法、共同研究の

進め方。講演会・シンポジウム

などのイベント運営。動画の作

成方法など。

社会学、文化人類学、国際教

育、メディア学、中国語

教育社会学（高等教育論・大学

教育学）、教育史、教育学、教

師教育学（教職課程履修経験あ

り、中学・高校の社会科（地歴

公民）・英語科免許取得）、レ

ポート・論文の書き方、研究の

進め方

教育学、高等教育論、比較教育

学、量的研究の進め方、卒業論

文・研究の進め方

憲法、行政法、民法、会社法、

民事訴訟法、刑法、刑事訴訟

法、特許法、著作権法、法社会

学、法曹実務の基礎

政治学全般（政治過程論、 国際

関係論など）、社会思想史、倫

理学、哲学、教育学

経営学、経済学(学部時代は経済

学を学んでおりました)

経営学、心理学、社会学、統計

を用いた実証分析の方法など

歴史学、教職課程(中学一種社

会、高校一種公民)、派遣留学に

関すること、卒業論文などの全

体計画に関すること、外国人留

学生の学習上・生活上の助言

使

用

可

能

ツ

｜

ル

等

Adobe Photoshop、

Illustrator、論文作成、文献検

索、韓国語学習法、韓国留学、

日本語・韓国語教授法、国内・

国外大学院受験対策、翻訳・通

訳、外国人留学生の学習上・生

活上の相談及びアドバイス

英語、ドイツ語、形式論理学、

論文・レポート作成方法

古筆かなの読解、古典作品の読

解と解釈の方法、論理的文章作

成、文献探索、（主に国文学に

関する）論文の読み方、学習指

導案作成・教材研究・図書館司

書教諭・学芸員免許・中高教職

免許取得済）

Photoshopの基礎的な使い方、

Snipping Toolの使い方など。

英語、ドイツ語、フランス語、

文献検索、学芸員資格

Adobe Premier、Adobe

Photoshop、Clip Studioなど

中国語、英語、論文作成の技

法、文献検索、インタビュー調

査、アンケート作成・調査、

Adobe Photoshop、SPSS

SPSS、R（基礎的な使い方） 自主ゼミの運営方法、卒業論文

の書き方、卒業論文執筆のため

のスケジューリング方法

ドイツ語、判例や論文の探索

（日本・ドイツ）、法律科目の

答案作成、法律文書作成、模擬

裁判、法科大学院入試、司法試

験、Illustrator

文献読解の方法、文献の探し

方、論文の書き方、レジュメの

作り方、アイディアの拡張法、

ノートの取り方、学習スケ

ジュールの立て方、英語（英文

レポート・論文の書き方、英語

でのプレゼンテーション方法、

英文読解、英語での学会報告経

験あります）、フランス語、留

学相談、異文化交流の方法、教

職課程全般

経営学、文献検索・読み方 SPSS 論文の書き方、大量にある資料

のさばき方、学習上のモチベー

ションの維持

勉強のことで悩んだ時は一人で

抱えず、ぜひ気軽いにLAに相談

に来てくださいね。一人よりも

二人、二人よりも三人と、皆で

考えればいい知恵が生まれるも

のです。

所

属

ひ

と

こ

と

あなたのことをよく知らない

私。だからこそ、打ち解けるこ

とができる悩みが、時にはある

かも知れないです。私は完璧で

はありませんが、役に立てるこ

とがあれば、より良い結果を出

せるよう精一杯サポートしたい

と思います。

誰かに、自分の問題を伝えるこ

とは、解決に近づく一歩になる

と思います。そのために、ぜ

ひ、LAを利用してください。

自分が気づいたこと、考えたこ

と。それを言葉にすること、伝

えること。一見、当たり前で簡

単そうに思えるけれど、難し

く、そして何より大切なことだ

と思います。学び続けるあなた

の力になれるよう、精一杯がん

ばります。

学習・研究に関して迷ったと

き・悩んだときは、気軽にお声

かけください。一人で考え込む

ことも非常に大切ですが、アカ

デミック・サポートエリアで、

他者とともに学ぶ充実感・達成

感も体験してみてください。皆

様の様々な悩み、受け止めま

す！

学習に関して、少しでも悩んだ

り、迷ったりすることがありま

したら、どのようなことでもご

相談ください。少しでも皆さん

のお役に立つことが出来ればと

思います。

自分の考えを説得力のある形で

文章にまとめたり、発表したり

することは、大学で勉強するた

めだけでなく、仕事をしていく

うえで、一番重要なスキルとま

では言えないかもしれません

が、ある程度重要なスキルであ

ると思います。特にキャリアの

初期あるいはその準備段階にお

いては、自らの仕事やキャリア

の目標や計画などについて、わ

かりやすく、合理的な形で、自

分よりも職階の上の人に対して

説明し、援助をとりつけるため

に説得する必要がしばしばある

のではないでしょうか。そのよ

うなスキルを身につける過程に

おいては、大学での学習におい

て、何らかの課題について作成

した文章を試しに誰かに読んで

もらったり、アイデアを誰かに

説明してみて相手の反応を見た

り、意見を聞いたりすること

で、ひとりよがりでない、客観

的な文章の書き表し方やものの

言い方が身についていくもので

あると思います。そのような学

習に際しての相談の機会として

利用していただければよいのか

なと思います。

「聞くは一時の恥、聞かぬは一

生の恥」という言葉がありま

す。もし、自分の悩みがモヤモ

ヤしたものであっても、気にせ

ずに相談してくださいね。話し

合うことで、悩みやギモンが

はっきりすることもありますか

ら。あなたの学習にとって、良

いきっかけになれると良いなと

思っています。ともに、可能性

を花開かせましょう。

学習は個人プレーだけではあり

ません。悩みながら、楽しみな

がら、一緒に考え学びましょ

う。

誰かに相談することで自分の考

えがはっきりすることもありま

す。研究以外の学生生活のこと

についてもお気軽にいらしてく

ださい。皆さんのお手伝いがで

きればと思います。

私が「友人関係」やコミュニ

ケーションに関して研究してい

るので、学業だけでなく、大学

生としての悩みはなんでも気軽

に相談してください。あなたに

後悔しない充実した大学生活を

全力でサポートします。よろし

く！

大学生活の中で、是非自分の学

習のスタイルを見つけてみてく

ださい。人の真似をしてみるの

も結構です。学習において自分

に最適な場所・時間・方法が見

つかれば、それを次に「習慣」

にできるかもしれません。

「何がわからないのかがわから

ない」状態でも構いません。人

と話すことで課題が明確になっ

たり、考えがまとまったりしま

す。一緒に話し合いながら問題

を解決していきましょう。誠心

誠意、皆さんの学びを支えてい

きたいと思います。

学問の楽しさに少しでも触れる

ことができれば、大学の4年間

はとても自由で豊かな、夢のよ

うな時間になります。どうかそ

のお手伝いをさせて下さい。み

なさんのお越しをお待ちしてい

ます。


