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１．ICL-Channelsとは？

What is ICL-Channels?



２．国際共修から得られる学び

What you learn from ICL



３．履修対象授業

The courses we offer

（for TU students)



３．履修対象授業

福島大学

Fukushima University

マクマイケル ウィリアム先生

Instructor McMICHAEL William DY

１．単位数  1

２．対象学年  

       ２年生・３セメスター以降

３．学期・曜日・講時  

       木曜６限（18:00-19:30）

４．教授言語  英語

福島を世界に発信するための方策

Strategies for Re-promoting Fukushima

to the World



３．履修対象授業

福島大学

 東日本大震災から10年以上が経過しますが、原子力事故の

影響は今もなお、世界中の福島のイメージにマイナスの影

響を与え続けています。 

このような状況を打破するために、この授業では２０１９

年に交換留学生達が立ち上げた情報発信プロジェクト

「Our Fukushima」に関連したプロジェクトワークに取り

組み、世界に向けた情報発信活動を企画しながらICLに求

められる異文化交流スキルを身につけていきます。

授業概要

マクマイケル

ウィリアム先生　

 

Course Outline



３．履修対象授業

福島大学

More than ten years have passed since the Great East Japan

Earthquake, but the effects of the nuclear accident continue to

negatively impact the image of Fukushima around the world.

To help overcome this situation, in this class students will partake in

project work related to the Our Fukushima Project, an information

dissemination project launched by exchange students in 2019. By

planning and implementing activities related to the project, students

will acquire essential intercultural skills required in today’s society. In

the past, students have organized activities such as comparative

research between their home regions and content creation using social

media such as Youtube, Instagram, and Tiktok to communicate their

perspectives to the world.

授業概要

マクマイケル

ウィリアム先生　

 

Course Outline



３．履修対象授業

福島大学

教員からのメッセージ

この授業では、2019年に交換留学生達が立ち上げた情報発信プ

ロジェクト「Our Fukushima」に関連したプロジェクトワークを

通して、ICLが目指す異文化協働力やコミュニケーション能力を

身につけます。

これまで、SNSのコンテンツ作成やそれぞれの出身地域での現地

調査、マスコットキャラクターのデザイン、グッズ作成など、

様々な企画を学生達が企画し実施してきました。

世界中の学生達と英語を使いながら対話し、福島や福島大学の魅

力を一緒に世界に発信したい方に、オススメな授業です！

マクマイケル

ウィリアム先生

Message from the instructor



３．履修対象授業

福島大学

履修に当たっての注意点

マクマイケル先生の授業に関して

当初は単位互換対象として周知しておりましたが、

国際共修科目（全学教育）では互換対象になる授業が無くなってし

まいました。There is no TU general education course which is

equivalent to Mr McMichael's course.

したがって、単位互換可能かどうかは各学部に確認していただく必

要がありますのでご了承ください。

You need to ask your department whether or not you can earn

credits for Mr McMichael's course.

マクマイケル

ウィリアム先生

Notes on Enrolling



３．履修対象授業

東京外国語大学

堀口 佐知子 先生

Lecturer Horiguchi Sachiko

１．単位数　２

２．対象学年　学部1～4年次

３．学期・曜日・講時　

      火曜4限（14:20-15:50）

４．教授言語　英語

TUFS

Japanese Youth 

and Popular Culture



３．履修対象授業

東京外国語大学

This course will examine various aspects of Japanese

youth and popular culture, which have attracted

global/local attention, from an anthropological

perspective.

We will then discuss the following topics in Japanese

youth and popular culture: otaku, 'cool Japan', gender &

the body in popular culture, music & globalization, youth

& media, and youth, class & labor.

授業概要

堀口 佐知子 先生

Course Outline



３．履修対象授業

東京外国語大学

教員からのメッセージ

堀口 佐知子 先生

担当教員の堀口です。イギリスの大学院で日本の「ひきこもり」について人類

学的視点から研究した経験を経て、日本社会について英語で教えたり論文を書

いたりしてきました。

このクラスは、現代日本の若者・大衆文化について、おもに人類学的視点で書

かれた英語による研究論文やエッセーをたたき台としてディスカッションを重

ねながら、多角的な理解を深めることを目的としています。扱うテーマは、み

なさんにとって身近な「おたく」、「ひきこもり」、「クール・ジャパン」、

ジェンダーと身体、音楽、メディア、労働などです。こうしたテーマについ

て、研究の知見をふまえ、さまざまな言語的・文化的背景を持った者どうし、

英語という共通言語を用いながら語り合ってみませんか。日本の若者・大衆文

化についてグローバル・ローカルな視点から捉えなおし、自分なりの考察を発

信できるようになりたい、という方々の積極的な参加をお待ちしています。

Message from the teacher



３．履修対象授業

信州大学

仙石祐 先生

Senior Assistant Professor

Sengoku Yu

１．単位数　２

２．対象学年　全学年

３．学期・曜日・講時

　　月曜５限（16:50 - 18:20）

４．教授言語　日本語

Shinshu University

多文化融合論

Multi-Cultural Assimilation

 



３．履修対象授業

信州大学

仙石祐 先生

授業概要

本講義では多文化融合のフィールドとしてマレー

半島・中東及び南米に注目し，政治・経済・文

化・生活など様々な事象を多文脈から眺め，それ

らについての理解を深める．また国内学生と留学

生が協働する中で，学習者が異文化事象を相対化

し，異文化とうまく付き合っていくための基礎を

形成することをねらいとする．

Course Outline



３．履修対象授業

信州大学

仙石祐 先生

授業概要

There are various ethnic groups, culture, and religion all over the

world, and their unique histories are piled right under them. It is

necessary for global human resources to understand them in the

compounded modern world where globalization is moving forward.

In this course, we focus on the Malay Peninsula, the Middle East,

and Latin America as the fields of multi-cultural assimilation,

observe such events as politics, economics, culture, and lives in

many contexts, and develop an understanding of them. We also

aim to relativize intercultural events and to form basis of

multicultural coexistence.

Course Outline



３．履修対象授業

信州大学

仙石祐 先生

教員からのメッセージ

Message from the teacher

東北大生の皆さん，こんにちは．今回初めて国際共修にチャレンジする方はも

ちろん，これまで東北大学で国際共修に取り組んできた方は，他大学で行われ

ている国際共修のアプローチに何かしらの違和感を覚えるかもしれません．ま

た授業で協働する留学生はもちろん国内学生に対しても，普段一緒に国際共修

に取り組む仲間とは質的にも量的にも異なるものを感じることでしょう．実は

そうした違和感こそが，皆さんをコンフォートゾーンのちょっと外側へと誘う

ものであり，皆さんをさらに成長させてくれる経験と学びへの入り口に他なり

ません．何百キロメートルという距離と，同じ国立大学だけれど案外違う大学

の制度を飛び越えて，ともに学び合いませんか．信州は松本，オンラインの向

こう側でお待ちしています．そして授業で取り上げるマレーシア・中東・ブラ

ジルに飛び立ちましょう．授業の詳細は，シラバスで．



４．履修登録方法

How to apply



step.1履修したい科目を決める

マクマイケル先生？

堀口先生？

仙石先生？

Pick courses you wish to sign up for



step.２ 所属学部に報告

「ICL単位互換履修申請届

出書」(ICLCourse

Application Report Form)

を所属学部に提出

Let your department know that you are taking ICL courses



step.２ 所属学部に報告

チェック項目

が大切です

「ICL単位互換履修

申請届出書」

(ICLCourse Application

Report Form)



step.２ 所属学部に報告

These two criteria

are very important 

ICLCourse

Application

Report Form



step.２ 所属学部に報告

各大学により授業時間が異なります！Each university has its own unique timetable

「ICL科目の授業時間が東北大学における授

業時間と重複しない」

There is no time conflict among ICL

courses and Tohoku University courses.

「４限授業無いから、外大の４限の授業受けよう」

↓

チェック項目１



 

東北大学

TU

東京外大

TUFS

3講時

3rd period

13:00 ~

14:30

14:20 ~

15:50

4講時

4th period

14:40 ~

16:10 

14:20 ~

15:50

（堀口先生

の授業）

step.２ 所属学部に報告

「ICL科目の授業時間が東北大学

における授業時間と重複しない」

There is no time conflict among

ICL courses and Tohoku

University courses.

チェック項目１



 

東北大学

TU

東京外大

TUFS

3講時

13:00 ~

14:30

14:20 ~

15:50

4講時

14:40 ~

16:10 

14:20 ~

15:50

（堀口先生

の授業）

step.２ 所属学部に報告

「ICL科目の授業時間

が東北大学における授

業時間と重複しない」

チェック項目１

例えば、東北大の4講時目の授業を取
っていなくても、３講時目の授業を
取っていれば時間がかぶるので、外
大の4講時目の授業は履修できない



 

東北大学

TU

東京外大

TUFS

3講時

13:00 ~

14:30

14:20 ~

15:50

4講時

14:40 ~

16:10 

14:20 ~

15:50

（堀口先生

の授業）

step.２ 所属学部に報告

「ICL科目の授業時間

が東北大学における授

業時間と重複しない」

チェック項目１

Even if you have no class on 4thperiod at TU, if you have a TUclass on 3rd period , you cannottake TUFS class on 4th period due
to a timetable clash.



step.２ 所属学部に報告

各所属学部によって上限が異なるので学部に確認！You need to double-check with your

department as the maximum number of credits varies depending on a department.  

「ICL科目の履修により東北大学における履修単位数の上

限を超えないこと」

The total number of credits I enroll in ICL courses and

Tohoku University courses do not exceed the maximum

number of credits allowed by Tohoku University.

↓

チェック項目２

折角取った単位も、上限を超えてしまえば単位互換対象

にならないことも



履修登録の方法

How to apply

&

各種提出書類

Application forms

「ICL 東北大学 履修登録」で検索してもOK



5.質疑応答

Q&A


