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A 文学研究科
前期課程

１年

兵庫県出身です。学部では、19世紀イギリスの画家、ター

ナーに関する卒業論文を書きました。現在は、風景画を中心と

したイギリス美術と関連づけて、西洋の風景式庭園についての

研究も進めています。西洋近代の美術史が専門ですが、絵画・

彫刻ともに時代や地域に限定することなく興味があります。趣

味程度ではありますが、舞台や映画などのエンターテインメン

トも好きです。

美術史(特に西洋近代) 美学、芸術学、美術史学、学芸員資格に関

する質問、レポート・論文の書き方、参考

図版の取り扱い方

論文検索、文献の調査・整理、図版検索、

画像編集

大学での学びは、人それぞれアプローチの方法が異なるもので

す。みなさんのやり方や考え方を第一に、役立つ場面があるよう

なら私自身の経験や知識を生かして、少しでも学習のお手伝いが

できたらなと思います。

どのような小さなことでも、悩んだり困ったりしたことがあれ

ば、気軽に声をかけてください！

B 文学研究科
前期課程

１年

本学の文学部英文学科を卒業し、文学研究科に進学しました。

専門は認知言語学で、卒業論文では時間を表現する日英語のメ

タファーについて書きました。学部生のときに派遣留学制度を

利用して、フィンランドのヘルシンキ大学に１年間留学してい

ました。ヘルシンキ大学では、フィンランドの教育や言語に関

する授業を中心に履修しながら、日本語の授業にアシスタント

として参加していました。また、教職課程を履修し、高校の教

員免許（英語）を取得しました。

認知言語学、英語学 英語学、認知言語学、英語教育学

日本語・英語でのレポートや卒業論文の書

き方、プレゼンテーション

留学、教職について

英語・日本語学習法

文献検索 レポート・テストなどの学習に関する疑問や大学生活の悩みな

ど、どんな小さなことでも相談に乗ります。一緒に悩んで解決し

ていきましょう！お待ちしております！

C 文学研究科
前期課程

１年

兵庫県神戸市出身です。学部一年の時に哲学者カントの『人倫

の形而上学の基礎づけ』という本に出会い、それ以来ずっと読

んでいます。いろいろな言語を学ぶことが好きで、昨年秋から

手話も始めてみました。特技は人の誕生日をすぐに覚えること

です。コザクラインコとヨーキーが家族にいます。

 西洋哲学・倫理学、とりわけカント倫理

学

語学学習法（とりわけ英語・ドイツ語）、

無理のないスケジュールの立て方、テキス

トの読み方、哲学的なものの考え方

 資料収集法

入学して間もない頃は、大学の新しい学びの方法に戸惑い、たく

さん混乱もしましたが、たくさんの人たち（LAをはじめ先生方、

先輩方）に助けてもうことで徐々に適合することができました。

そんな経験を忘れず、皆さんの混乱や戸惑いを置いてけぼりにし

ない支援を心がけます。お気軽にどうぞ！

D 文学研究科
前期課程

2年

日本文学作品のアダプテーション研究をしています。アメリ

カ、タイでの生活を経て中学卒業と同時に日本に帰国しまし

た。バレエ講師・塾講師の経験もあり、人とお話しすることが

大好きです。趣味は読書・映画鑑賞・音楽鑑賞・スポーツや登

山など幅広いので、気軽にお声がけいただけたらと思います。

近現代日本文学、アダプテーション研究

(翻訳・映像化)

資料収集の方法、留学生サポート、研究

テーマの相談、発表レジュメ作成方法(近

現代国文)

論文・文献検索 大学生になって、今までは感じていなかった悩みや、経験したこ

とのない困りごとにぶつかっていませんか？私自身、学部生のと

きにたくさん悩み、迷い、色んな問題にぶつかりました。何で自

分が悩んでいるか、具体的な形が見えないけれど困っている...そ

んなときに、一緒に考えさせていただけたらと思います。気軽に

お声がけください、お待ちしております。

E 神学研究科
前期課程

2年

出身は広島県です。本学の神学部から、神学研究科に進みまし

た。専門はキリスト教神学です。また神学との繋がりから、西

洋哲学にも関心をもって勉強しています。

キリスト教神学 キリスト教関連諸分野、レポートの書き

方、英語学習

英語 一人で問題を抱え続けても、あまり良いことにはなりません。

困ったときは、誰かに相談した方が良いと思います。その「誰

か」の候補の一人として、あなたのお役に立てればと思います。

漠然とした悩み・疑問でも大丈夫です。まずはお話を聞かせてく

ださい。

F 社会学研究科
後期課程

5年

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。

教育社会学―高等教育論・大学教育学 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

SPSS（基礎的な使い方）、質的研究法 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。

G 社会学研究科
後期課程

6年

韓国からの留学生で、学部から日本にいます。1年程度のアメ

リカ留学経験と社会経験もあります。人の話を聞くことが大好

きで、研究もインタビューを中心にしております。これまで多

くの人に支えてもらいました。わたくしも少しでも誰かの力に

なれることを願っております。

国際社会学、ジェンダー論、マイノリ

ティー論、地域研究、地域調査

社会学、人類学、比較文学、韓国語 韓国語、英語、質的調査全般（インタ

ビュー、参与観察など）、レポートおよび

論文の作成技法、文献検索

何でもお気軽にお聞きください。できることは全力で応援しま

す。一人でたいへんなことも一緒にすることで、きっと大丈夫に

なります。お互い楽しく有益な学校生活を過ごしましょう。
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H 法学研究科
後期課程

2年

中国の青島出身で、国の外国語大学在学中に、明治大学と同志

社大学にそれぞれ一年間留学しました。学部卒業後、同志社の

大学院に進学し、中国対外政策の政策決定や中国に対する見方

について様々なアプローチで研究を進めています。これといっ

た特技はありませんが、クラシックバレエと中国舞踊を習った

ことがあります。今は時間のある時にキャッチボールや水泳を

しています。乗馬とスキーは何年前から始めたいと思っていま

したが、いまだに出来ていないです。

国際関係、中国現代政治、日本語 資料の集め方、文献整理の方法、レポート

の構成、留学生のサポート

文献整理ソフト, 中国語, 英語, 論文・レ

ポートの作成方法

一人で悩むよりみんなで悩んだ方が楽しいですよ。

I 法学研究科
後期課程

3年

本学の法学部政治学科を卒業した後、本学法学研究科にて修士

課程（政治学）を修了し、同研究科博士課程（政治学）に進学

しました。今年度から、同志社大学での生活は9年目になりま

す。学部生の頃から日本政治に関心を持っており、大学院では

日本の選挙法の歴史について研究しています。学部生の頃はス

キーサークルに所属しており、スキーインストラクターをした

こともあります。趣味はスキー、旅行、温泉・銭湯巡り、テキ

ストマイニング、動画編集です。何か困ったことがあれば気軽

にお声がけください。

政治学－現代日本政治 政治学（日本の選挙、公職選挙法、立法過

程、政党政治、利益集団、近現代の日本政治

史）

これに加え、KH Coderを用いたテキストマイ

ニングについても助言可能です。

統計ソフト（SPSS・Stata・KH

Coder）、動画編集ソフト（Adobe

Premiere Pro CC）、国会会議録検索、

法令・判例検索、社会調査の基礎技法（ア

ンケート調査）、論文・文献検索、論文執

筆の技法

学習しているうえで、悩んだことや困ったことはありませんか？

もしかしたら、あなたのその悩みごとや困りごとは、私たちLAが

過去に一度経験したことかもしれません。そんなとき、私たちの

経験や知識はきっとあなたのお役に立てるはずです。どんな些細

なことでも、悩んだこと、困ったことがあれば気軽に声をかけて

ください。一緒に向き合い、解決できるよう全力でサポートしま

す！

J 商学研究科
後期課程

3年

岐阜県出身です。本学の法学部法律学科を経て、商学研究科に

進学しました。「人間心理」と「社会の仕組み」との関係を科

学的に分析する「実験社会科学」という領域の研究をしていま

す。よろしくお願い致します。

実験社会科学，実験会計学，税務会計学 会計学，統計学 R,SPSSの基本的な操作方法 先生には聞きにくい…でも一刻も早くこの問題を解決したい…！

そんなとき立ち寄ってみてください。

K 経済学研究科
前期課程

1年

本学の経済学部経済学科を卒業後、本学経済学研究科に進学し

ました。研究内容は、M&A（企業買収）による、シナジー効

果の実証分析です。物事を分析して、統計学的に正しいかを考

えるのが好きです。趣味は、マラソン、お弁当作り、服作り、

コスメ選びです。メイクの技術を上げるべく、今年はパーソナ

ルカラー検定を受けます！どんなことでも相談に乗ります！初

心者でもわかる、分析のやり方や、簡単な数学の問題も、丁寧

にアドバイスします。

企業経済学、計量経済学 ミクロ経済学、統計学 統計ソフト（SPSS・SAS・E-viwes） 大学生活は、自由になんでも、行うことができます。主体性を

もって、どんなことにもチャレンジしてほしいです。なまけず、

頑張りすぎず、将来を見据え、有意義な生活を過ごしてくださ

い。

L
グローバル・スタディーズ研

究科

後期課程

2年

学部を卒業したのち、約2年間の保険会社勤務を経て、大学院

へ入学しました。学部時代はおもにカルチュラル・スタディー

ズについて学びました。自分の価値観や社会の規範が形成され

ていく過程を考える中で、物語や、マンガをはじめとするポ

ピュラーカルチャーについての研究をはじめました。好きな場

所は、植物園と河川敷とパン屋です。

マンガ研究、ポピュラーカルチャー研究 ジェンダー研究、カルチュラル・スタ

ディーズ、比較文学

文献調査方法 忙しい大学生活のなかで学習や研究をどのように位置づけるかは、ひと

それぞれ異なりますし、状況によっても日々変化していくことと思いま

す。たとえ困難のある中でも学ぼうとする皆さまのお手伝いができたら

と思います。学習について悩んでいることや疑問点、漠然とした不安な

ど、だれかに話すことで一歩進めることもあります。気軽に相談してい

ただけると嬉しいです。

M
グローバル・スタディーズ研

究科

後期課程

４年

イギリスにおける移民やエスニック・マイノリティへの教育等

の公的支援の問題を研究しています。昨年までイギリスに長期

間留学で滞在しておりました。趣味はパワースポット巡りで

す。日本では里山、水田、山、峠などを車や自転車で訪れて風

景や文化を楽しんでいます。

 社会学、移民及び移民政策研究 フィールドワーク調査(インタビューや文

献収集等）、外国語学習法、

NVivo(インタビューデータの分

析）,Endnote（文献管理）、

Grammarly(英語の論文校正）

学習する上で人の意見を聞き、相談することで問題が解決される

ことも多いです。私自身現在でも人に相談することで問題が解決

し、勉学へのモチベーションや上がる経験を多くしてきていま

す。気軽にお声がけしてください。

N
グローバル・スタディーズ研

究科

後期課程

5年

朝鮮近現代史、在日朝鮮人史を専攻しています。また、歴史認

識の問題、貧困問題、美術（特に油絵）にも関心があります。

韓国に1年間交換留学をしていました。さらに、留学生チュー

ターを4年以上しているので、留学生特有の悩みにも対応でき

ます。趣味はカラオケ、サッカー、サイクリングなどなどで

す。

歴史学―朝鮮近現代史、在日朝鮮人史 歴史学、文献調査の方法、教職課程（中学

校社会、高校地歴・公民、中学校国語、高

校国語免許取得）、留学に関すること、卒

業論文の計画・構想に関すること、外国人

留学生の学習上・生活上の悩み対応、レ

ポート、インタビュー調査

論文の書き方、レポートの作成法、レジュ

メの書き方、研究資料の効率的な整理法、

学習上のモチベーションの維持方法、イン

タビュー調査のノウハウ、外国語学習法、

TOPIK

「何が分からないのか分からないけど、モヤモヤしている。」そ

んなこと、ありませんか？そんな時こそぜひお気軽に相談に来て

ください。対話を通じて疑問の霧が晴れる瞬間もあると思いま

す。ともに、可能性を花開かせましょう☆


