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編集後記
Journal of Global Media Studies の第 5 号が完成しました。2008 年度以降，年間 2 号を発行してい
ますが，2009 年度は本号と次号（第 6 号）の 2 号を刊行致します。本号は隠岐中ノ島のフィールド・
ワークの成果，ブロードバンド市場の構造分離の分析という２本の論文と，講義ノートを１編掲載
しました。本学部の多様な研究・教育活動の継続的な発表の場として，今後も当紀要が活用され，
学生を含めた多くの読者を得ることを願っています。
（編集委員：芝崎厚士 , Linsky, M.）

Editorial Comments
It is a great pleasure that we publish the fifth issue of The Journal of Global Media Studies. We decided to
publish two volumes of the Journal from 2008. The subjects of the articles range from a field work of a outer
island in Japan to an analysis of a structural separation of IT Market. The editors believe that these papers
are very unique and quintessential to the study of both fields. In addition, we have included a lecture note for
one course (International Relations/ World Politics and Media) in this issue. We also confirm that efforts by
the Faculty to approach the various fields of media research from a global perspective.
(Editors: Shibasaki A. & Linsky M.)
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