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編集後記
Journal of Global Media Studies の第 68 号が完成しました。2008 年度以降，年間
年度以降、年間 2 号を発行してい
ますが，2009
ますが、2010 年度は 57 号と本号（第 68 号）の 2 号を刊行致します。本号は本年度限りで退職され
号を刊行致します。本号はフィンランドで在外研
る内山先生の翻訳を通した日本語論のご研究、フィールドワークに根ざした白水先生のハワイにお
究された吉田先生、金山先生の沖永良部島でのフィールド・ワークなど、合計３本を掲載しました。
けるコリア語メディアのご研究、
そして日本の国際交流史に関する論文、以上 3 本を掲載しました。
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。
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
（編集委員：芝崎厚士 , Linsky, M）
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

Editorial
It is with great pleasure that we publish the
fifth issueComments
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 report of Finland’s
It is a great pleasure that we publish the sixth issue of The Journal of Global Media Studies. We decided
system of education and field work of Okinoerabu Island and so on. The editors believe that these papers are very
to publish two volumes of the Journal from 2008. The subjects of the articles range from an analysis of the
unique and quintessential to the study of both fields. In addition, we have included lecture notes for one course
nature of Japanese expressions, Korean Media in Hawaii and the continuing study of the Hakone Kaigi.
(International Relations/ World Politics and Media) in this issue. We also confirm that efforts by the Faculty to
The editors believe that these papers are very unique and quintessential to the study of both elds. We also
approach the various fields of media research from a global perspective.
con rm that efforts by the Faculty to approach the various elds of media research from a global perspective.
(Editors: Shibasaki A. & Linsky M.)
(Editors: Shibasaki A. & Linsky M.)
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