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Migration and human mobility are cross-cutting issues cover 11 goals in the SDGs, and closely related to the central,
transformative promise to “Leave No One Behind” in the SDGs. However, there is no global governance of migration and
human mobility, which is still largely dependent on the policies of sovereign nations. This seminar provides essential
skills and knowledge to conduct your research; research design, literature survey, fieldwork design, data collection and
so on. In this seminar, you will learn about the latest research trends and methodologies by reading articles that have
attracted much attention in migration studies. In doing so, you will also learn how to structure a scientific paper,
learn the standard expressions frequently used in migration studies, and learn how to write a briefing paper on your
selected topic of migration issues.
移民（Migration）や人の移動（Mobility）は，17の持続可能な開発目標（SDGs）のうち，11の目標に関わる横断的課題です。SDGsの核
心には，「誰も取り残されないこと（leave no one behind）」の誓いがあります。しかし，移民や人の移動について，国際的なガバナ
ンスは行われておらず，いまだに主権国家の政策に大きく左右されているのが現状です。本ゼミナールでは，移民研究を行うための基
礎的な能力，特に，文献渉猟，フィールドワーク，データの利用などの方法を学ぶとともに，研究課題を見いだし，研究計画を立てる
お手伝いをします。本ゼミナールでは，移民研究分野での注目度や評価の高い論文を講読し，最新の研究動向や研究手法について学修
する。また科学英語論文の講読を通じて，科学論文の構成の仕方，科学英語で頻繁に用いられる定型表現，英語での資料（レジメ）作
成についても学修する。

達成目標／Course Goals

1. You are required to set up an issue to tackle with and to survey literature related to the issue in migration studies.
2. You are required to explain theoretical and methodological approaches on your selected topic  in migration studies.
3. You are required to learn the style and structure of scientific article.
4. You are required to get familiar with standard scientific expressions in migration studies.
(1) 自ら課題を設定し，その課題に対する最新の論文を検索により見つけ出すことができる。
(2) 論文の研究背景，手法，結果等に関して説明できる。
(3) 科学論文のスタイル，構成について理解する。
(4) 科学英語の定型表現に慣れる。



授業計画（授業の形式、スケジュール等）／Class schedule

1. Guidance and Setting up an issue to pursue in migration studies (discussion)
2. Reading articles 1 (Let’s understand the research background)
3. Reading articles 1 (Let’s understand the methodology)
4. Reading articles 1 (Let’s examine the results and conclusion)
5. Reading articles 2 (Let’s understand the research background)
6. Reading articles 2 (Let’s understand the methodology)
7. Reading articles 2 (Let’s examine the results and conclusion)
8. For further research (discussion)

第１回：ガイダンスと移民研究分野における課題の設定及び論文の検索
第２回：移民研究分野の課題に関連する学術論文の講読１－１（移民研究の研究背景と着眼点）
第３回：移民研究分野の課題に関連する学術論文の講読１－２（研究手法に関して）
第４回：移民研究分野の課題に関連する学術論文の講読１－３（結果と考察に関して）
第５回：移民研究分野の課題に関連する学術論文の講読２－１（移民研究の研究背景と着眼点）
第６回：移民研究分野の課題に関連する学術論文の講読２－２（研究手法に関して）
第７回：移民研究分野の課題に関連する学術論文の講読２－３（結果と考察に関して）
第８回：まとめ

授業時間外学修（事前・事後学修）／Independent Study Outside of Class

Pre-class: Read and review the article you pick up
After-class: Make a research note for the article
事前学修：検索した論文をもとに授業範囲を予習する（１時間以上）
事後学修：授業範囲の内容をまとめる（１時間以上）

Migration studies, research design, fieldwork, migration policyキーワード／Keywords

履修上の注意／Notices

教科書／Required Text

参考書／Required Materials

You will pick up an article from the database in library. Reference books and
articles will be provided by instructor.
図書館データベースから電子ジャーナルを選び教材とする。参考文献は担当教員より配布さ
れる。

教科書・参考書に関するその他通信欄

You are required to submit a briefing paper or a report, or to take an exam for
each lecture to evaluate your attainment.

成績評価の方法／Evaluation

境界研究ゼミナールⅠ，Ⅱ関連科目／Related course

リンク先URL
／URL of syllabus or other information

備考／Notes


