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◆研究概要等
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私の教育に関する経験と研究は、日本史、
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教育、言語学の 3 つの興味・関心領域にまたがっ

でら

ています。 私の研究は、これらを組み合わせるこ

デラ

とで、この 3 つの分野が交差する部分に新たな展

りちゃーど
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望をもたらしています。この３つのことを一緒に
勉強しましょう。
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州教育局、2005 年１月）政治学/政治哲学、8～

I am interested in education at the high school

12 学年

level, in particular, teacher preparation and licens-

２．Japanese history, U.S.-Japanese relations,

ing procedures. In addition, I have taught at the

and relations with Southeast Asia.

high school level both in the United States and in

I am interested in the study of history. I have taught

Japan. I have also held teaching credentials in both

history at the high school and university levels in

countries.

both the United States and Japan. My focus is pri-

教員免許（兵庫県教育委員会、2008 年 4 月）高

marily on Japanese history, but also on U.S.-Japa-

等学校英語科

nese relations as well interactions with Southeast

教員免許（兵庫県教育委員会、2008 年 4 月）

Asia.
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