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　平成１７年度の外国語学部は，前年度の外国語学科の完成年度の翌年でありながら，さらに次年度に予定さ

れた学部改組に向けての準備期間であって，大きなうねりの中で学部の存在意義や在り方を見つめ，日本の

将来に関わる学生を如何にして輩出するかを検討する年度となった。一方，外国語学科の　１�学科制度の特徴

を活かした教育を継承した　２�年目ということで，学生全体が自分のニーズに合わせた科目を自由に履修し，

かつ必修であるゼミに学生全員が所属することで，学生の自主性を重んじながらきめ細かい教育を施す成果

を示すべき重要な年度でもあった。一方，入学センター主導による入試体制の合理化に加え，それぞれの学

部の特色を活かした入試制度も採り入れ直すことも検討された。これは次年度に行われる学部改組に併せた

入試を行う必要上，杏林大学外国語学部の特殊性を明らかにすることで受験生の関心を集めるものであった。

少子化によって今後の受験生総数の減少が不可避である以上，学部の特色を示し，よりよい入学生を確保す

る方法が検討された。これに併せて，高校生に杏林大学外国語学部の名前を浸透させるために「翻訳・論文

コンテスト」が主催され，次年度への最初のステップとなった。同様に，新外国語学部に向けたプロジェク

トが立ち上げられ，教員によるプロジェクト委員会が後述のように　８�つ作られ，学部全体の改革を教員一人

一人が担う形となった。

　以上の総括を踏まえた上で，平成１７年度の外国語学部の現況を，　１� ）教務部関係，　２� ）学生部関係，　３� ）

教員の業績，　４� ）その他の　４�項目に分けて，主な動向をまとめ，自己点検，自己評価の指針となる本学の現

況，変化に関する資料を提示する。

　　１�年生（　１�セメスター生，　２� セメスター生（平成１７年度秋時点））の専門外国語科目の履修概況は以下の通

り：

　　　　１�セメ　　英　語　　　５名（３５．７％）

　　　　　　　　日本語　　　９名（６４．３％）

　　　　２�セメ　　英　語　２６９名（７７．７％）

　　　　　　　　中国語　　３０名（８．７％）

　　　　　　　　日本語　　４７名（１３．６％）

　　　　合計　　英　語　２７４名（７６．１％）

　　　　　　　　中国語　　３０名（８．３％）

　　　　　　　　日本語　　５６名（１５．６％）

　この数字を前年度と比較する時，秋セメスター入学生に中国語履修者がいなくなった一方で，日本語を履

修する春セメスター入学の留学生の比率が増したことがわかる。また，日本人履修者の多い英語科目は，前

年度に引き続き，今年度も能力別診断テストによる１２クラス編成で，少人数教育と習熟度別指導の継続を行

った。また，本学部の教育成果が大きい中国語科目は，　２� クラス編成で，月曜日から金曜日までの毎日　１�コ

マの授業がある中国語基礎をはじめ，発音練習，聴取や読解にそれぞれ特化した授業を行っている。

　前年度の専門科目群の履修が本格化する　２�年生の履修状況は昨年度の『杏林大学の現況』に記したように，

Ａ群（情報・言語・文化）１４．８％，Ｂ群（英語・英米研究）３２．６％，Ｃ群（中国語・中国研究）が４．８％，Ｄ

群（日本語・日本研究）が１９．６％，Ｅ群（国際観光・国際関係・地域圏研究）が２８．２％であった。しかし，

進級後の　３�年生時にどの専門科目群のゼミナールに属したかを見ると，Ａ群が２．９％，Ｂ群が４９．７％，Ｃ群が

７．８％，Ｄ群が１８．３％，Ｅ群が２１．２０％という結果になった。これは，　２� 年次までの履修科目と所属するゼミ

ナールの専門科目群が必ずしも一致しないということを意味するが，その理由となる背景には，専門科目に

関わらずゼミナールを選ぶことができるという学生の自由を保証するこれまでの外国語学部の履修制度が活

かされていることが考えられる。また，この制度が確立した頃は各専門科目に群による偏りがなかったが，
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その後の教員の異動，退職によって専門科目の分布に群の偏りが生じるようになり，それが専門科目の履修

とゼミナールの履修にずれが生じる結果になったことも一因であろう。このような結果は，ゼミナールに所

属することが専門知識の習熟に必ずしも直結していない状況にも繋がりかねない。大学として専門性のある

知識や研究の修得を目標とするためにも，学部のありかたの根本的な改革が必要であると考えられた。こう

した状況を踏まえ，平成１７年度は，後述するように，改革の構想を考案する中・長期的構想委員を中心に，

来年度の学部改組，新学科設立のための委員会で議論が繰り返し行われた。

　また，ゼミナールが必修となってから　２�年目となる今年度の各ゼミナールに所属する学生の卒業論文の題

目は資料　１�を参照のこと。学生が自分の関心分野と指導教員の専門分野とのずれに戸惑いを見せた場合もあ

ったが，教員の専門性を活かした卒業論文が主流を占めた。前年度の問題点として挙げた，ゼミナール間の

交流は，観光分野，日本語・日本研究分野および中国語・中国研究分野では盛んになったが，英語・英米研

究分野での交流はいまだ不十分であったとみなされている。

　入学試験は，次年度の募集から　３�学科制になることが見込まれたため，募集要項などの製作に遅れが見ら

れた。オープン・キャンパスによる広報活動では模擬公開授業が人気を集めた。一方，推薦入試によって，

学科の合格が受験生の第一希望にならない場合が見られる結果になったことも付記しておく。

　受験生を集めるための広報活動の一環として，本学部の特徴を活かした「翻訳・論文コンテスト」が開催

され，応募者は少ないながらもレベルの高い高校生の関心を集めたといえる。更に教員が手分けをして高校

への出張講義を行った。中には高校側から教員を指名してくる場合もあった。

　学生部では，学籍管理，課外活動の指導，福利厚生などを軸に，学生生活の基盤整備と安全に努めている。

以下の　４�点について，平成１７年度の学生生活に関する状況を要約する。

　学科改組による外国語学科と旧学科との併存は解消された（学生数については資料　２�を参照）。経済的な問

題を抱えていたり，他大学への進路変更に伴う退学者の数も大きな変化は見られない。学納金未納者への対

応は，職員が電話や書簡，面談によるきめ細かい指導や相談を行っている。前年度からの話し合いで，成績

優秀者には学納金免除などの優遇措置をとることを決定した。

　学生の課外活動であるクラブ，同好会の概略については資料　３�を参照。今年度は新しいクラブの創設はな

かった。代わりに，クラブ施設の器具導入，夏場の練習時に健康保全の見地からも必要とされる製氷器の導

入が行われた。また，課外活動の最大イベントである杏園祭では，教員参加のイベントが以前より増え，大

学キャンパス内全体での盛り上がりが増した。

　平成１７年度の奨学金受給状況は資料　４�を参照。昨年度と比べ，企業指定奨学金の増加はない。学生支援機

構（旧日本育英会）への応募は，返済に利子のない第　１�種に比べて，利子の付く第　２�種を希望する学生も多

い。第　１�種では，月額が自宅から通学する学生の場合５４，０００円，自宅外から通学する学生は６４，０００円となっ

ている一方で，第　２�種では月額　３�・　５�・　８�・１０万円から希望額を選択できる。第　１�種の金額では生活が苦し

い学生は第　２�種の高額貸与を選ぶ他はない。社会の物価指数と照らし合わせても，第　１�種の金額は充分とは

言えないのではないだろうか。�
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　今年度はオクスフォードとシンガポールおよび中国深�での海外研修が行われ，それぞれ英語研修，日本

語教育研修，ホスピタリティ実習に大きな成果が得られた。インターンシップについても���および帝国ホ

テルでの実習は学生からも高い評価を得ているマンチェスターでのインターンシップは語学のみならず，海

外での就業経験を身につける格好の機会である。

　八王子キャンパス内のクリーン・キャンペーンでは，学生のボランティアが活躍し，煙草のポイ捨て禁止

とキャンパス内での喫煙エリアを除く禁煙運動も広まった。

　交通安全指導は，近隣の小学校の通学路での自転車やオートバイの運転に配慮するよう，学生課の職員が

道路に出て指導にあたった。

　平成１７年度外国語学部専任教員の個人業績および所属学会については，資料　５�を参照。この資料は『杏林

大学外国語学部紀要』第１８号（２００６）の資料（���������	）に基づき改訂されている。

　平成１７年度外国語学部専任教員の個人研究費配分額は，教授５５万円，助教授５３万円，講師５０万円である

（大学院担当者の加算分を除く）。

��　平成１７年度の常置委員会組織が再編され，以下に挙げた組織により運営された。

　　　　第一委員会（制度）：委員長―鳥尾克二教授，副委員長―赤井孝雄教授，他　８�名。

　　　　　　　（広報）：委員長―原田範行教授，副委員長―ピーター・マクミラン教授，他　２�名。

　　　　　　　（入試実施）：委員長―楠家重敏教授，副委員長―渡辺光恵教授，他　４�名。

　　　　　　　（カリキュラム改革）：委員長―遠山菊夫教授，副委員長赤井孝雄教授，他　４�名。

　　　　　　　（共通語学）：委員長―田中茂彦教授，副委員長―本田弘之教授，他　４�名。

　　　　第二委員会（人事）：委員長―鳥尾克二教授，副委員長―赤井孝雄教授，他　２�名。

　　　　第三委員会（学生）：委員長―金田一秀穂教授，副委員長―吉村ケイ子教授，他　６�名。

　　　　第四委員会（教務）：委員長―赤井孝雄教授，副委員長―諏訪内敬司教授，黒田有子教授，他　４�名。

　　　　第五委員会（研究）：委員長―熊谷文枝教授，副委員長―今泉喜一教授，他　１�名。

　　　　第六委員会（就職）：委員長―小山三郎教授，副委員長―江戸淳子教授，他　２�名。

　　　　第七委員会（図書）：委員長―中村信幸教授，副委員長―清水邦子教授，他　２�名。

　　　　留学相談員：塚本尋教授，黒田有子教授

　　　なお，第一委員会には予算，機器管理，危機管理，海外研修の担当があり，上記のように，下部組織

として，広報委員会，入試実施委員会，カリキュラム改革委員会，共通語学委員会が属している。第三

委員会には，卒業アルバム編集委員，�������	
�編集委員，同窓会担当委員，杏園祭（クラブ・サ

ークル）担当委員，親睦会委員がいる。第四委員会には教職課程委員会が属している。このほか，セク

シャル・ハラスメント相談員（任期　２�年），入試審議委員，大学自己評価委員会，情報教育センター運営

委員，����������担当，入学センター調整委員，国際交流センター運営委員，教職委員，杏林学苑ホー

ムページ委員，中・長期的構想委員および専任者会議記録の諸委員が特別委員として活動している。

　　　また今年度は新たに「新外国語学部に向けたプロジェクト」が発足し，��，キャリア指導，インター

ンシップ，ボランティア，海外留学，海外・国内研修，別科改革，�������	
���������を担当する　８�

つの新しいプロジェクト・チームが編成された。

��　昨年度の自然災害の事例を踏まえ，降雪時の休講措置，テロ対策など，昨年度よりさらに充実した危

機管理と情報の周知徹底に関する体制の整備が行われ，八王子キャンパス全体と併行して，第一委員会

でも危機管理に関する検討が行われた。
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��　海外集中研修の報告が，����を通じてほぼリアルタイムに国内に伝わることができた。インターネッ

ト環境の拡充により，メディアの活用が学部内に浸透しつつある証左と見られる。

��　教員による有志の研究発表会��������が本年度も引き続き開催された。研究発表題目については資

料　６�を参照。

　

資料　１ 

平成１７年度卒業論文題目

鳥尾克二ゼミナール

　　井上　和春　　大河ドラマを利用した効果的な地域振興の方法―多摩地域における『新撰組』効果の検

証

　　江原加奈子　　八王子のまちづくりと観光

　　木村美友紀　　日本人の観光意識改革

　　小松　啓太　　姫路市―国際観光都市・城下町として更なる発展を目指して

　　佐々木史浩　　埼玉県の観光の現状と対策

　　佐沢　　杏　　故郷秋田県男鹿市のグリーンツーリズム

　　菅野　和子　　駅から発信する新庄市の観光

　　小池　真美　　魅力あるまち・茅ヶ崎市を目指して―まちづくりと観光

　　田淵　恵梨　　岡山市の観光立県計画

　　多胡　知美　　インバウンドツーリズムの戦略

　　野坂　　卓　　観光概念認識とわが国のあるべき姿

　　仲野　由香　　大子町人を育てる教育

　　三木　弘子　　日本と台湾における観光比較文化

　　水野由美子　　静岡空港を基盤とした観光政策の提案

　　鄭　　　芸　　日本に来る中国人観光客

　　申　　志艶　　中国広東料理の観光価値

　　金　　英蘭　　サービスとホスピタリティ

赤井孝雄ゼミナール

　　飯田　倫代　　『ピーター・ラビット』の魅力について

　　内田　智美　　イギリス王室の紋章――１７世紀を中心に

　　片桐　　望　　紅茶とイギリス人

　　木原あすか　　『ジェーン・エア』と『嵐が丘』の激しさ

　　阪井ひとみ　　アガサ・クリスティ特有の謎解き

　　新藤　遥香　　ファッションと文化

　　吉田　春香　　『ナルニア国物語』の謎

稲垣大輔ゼミナール

　　赤平　朋章　　�������	�
���
�����
���

　　荒木　淳子　　�������	�
���������������������

　　遠藤　佳祐　　�������	�
�������
���

　　大草　辰徳　　�������	�
�����������������
�����������

　　柴崎　裕也　　�������	�
���
�������
�
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　　舘野　哲也　　�������	�
���

��������������
����������	


　　早川　　唯　　�������	�
�������
���	������������������	
�������	���	���������������������	

　　福井　　優　　�������	�
���������������������

　　山口　　瞬　　�������	�
��������������������������

　　米沢　知幸　　�������	�
���
���������������

　　和田　有加　　�������	�
����������

今泉喜一ゼミナール

　　王　　　迪　　「日本の会社」

　　黄　　暁鵬　　「日中文化の諸相　―言語と風俗―」

　　フルソワ　イリーナ

　　　　　　　　　「ロシア語のアスペクトについて」

　　劉　　慧聡　　「日中四字熟語の比較」

　　顧　　　妍　　「日本語と中国語の使役形式の対照」

　　韓　　　濤　　「中国語『上』の意味論及び日英語との対照―プロトタイプとスキーマに基づく『上』の

五つの���仮説を中心に―」

　　李　テイテイ　「『始・終』を表す類義補助動詞及び関連の補助動詞の研究」

岩崎公生ゼミナール

　　綾部　誠之　　日本旅館の外国人受け入れにおける課題～澤の屋に見る未来の日本旅館のありかた

　　石塚　有子　　観光立市伊東市におけるインバウンド・ツーリズムの実情と課題

　　大木　裕美　　リラクゼーション・ビジネスの魅力

　　狩野　礼子　　宿泊特化型ホテルの役割と課題

　　黒澤　祥江　　商店街にみるまちづくり研究　～巣鴨地蔵どおり商店街に学ぶ

　　小林　友美　　八王子市における祭りによる町おこし

　　繁田　露右　　五日市ファーマーズセンターの体験交流センターとしての将来性について～愛知県内子

町「からり」の農村活性化事例に学ぶ

　　篠原　　護　　ロンドンに学ぶ観光首都のありかた　～魅力ある首都東京を目指して

　　高星さやか　　サッカー観戦と観光のつながり　～鹿島アントラーズと茨城県の観光発展

　　出山　未佳　　地域と大学の共生　～八王子市における産官学連携の現状と課題

　　中川　美希　　八王子市のまちづくり　～八王子市観光発展の基礎を築くために

　　増尾　絵美　　板橋区の文化と心を基調にした観光まちづくり

　　三上　真也　　神戸市有馬町に学ぶ地域一体となったまちづくり

　　吉田　佳織　　白馬村観光の新たな飛躍に向けて

江戸淳子ゼミナール

　　根本　真希　　ハワイ―ハワイアンの想い―ハワイの歴史・観光・フラ　

　　鈴木　百合　　ハワイ―語り継がれた文化―形を変え続ける文化

草場裕ゼミナール

　　沈　　薇薇　　「談話文脈における“なんか”」

　　愛新覺羅朝槿　「言語伝達における擬態語擬声語の役割」

　　王　　麗娜　　「日本語のいわゆる“程度の副詞”の実態を探る試み」

１３６
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　　郭　　櫻花　　「談話文脈における敬語―テレビ朝日トーク番組『徹子の部屋』から―」

　　金　　盛東　　「大和魂の本質を探る」

　　那　　暁礼　　「外来語の使用において日本人学生と留学生の間に相違があるか」

　　沈　　賢贇　　「“なんか”“やっぱり”“けっこう”など，いわゆる“曖昧語”とは何か」

　　祖　　艶杰　　「動詞の使い方の相違点は何か―中日対照研究―」

　　張　　一珂　　「会話文の品詞構成比率と丁寧度の関係」

　　張　　　媛　　「日本の昔話にみえる“鬼”」

　　田　　洪濤　　「“どこ”の実例研究」

　　楊　　　潔　　「“曖昧語”の実態を探る」

　　李　　　楠　　「慣用句に登場する“ネコ”　―中日対照研究―」

楠家重敏ゼミナール

　　秋山　菜緒　　各国にとってのディズニー

　　奥田　智子　　メガネ革命

　　小林　恭子　　イエメンへの旅

　　小峰　彩菜　　日本と韓国の香辛料

　　原田　和弥　　アメリカのロックバンド��������について

　　山下ゆかり　　アレックスシアラーのファンタジーの世界

　　金　　　嬌　　私の冒険史

　　戚　　　金　　日本の南島（沖縄）

　　田　　　爽　　美しい着物　―――　日本文化の代表

　　寧　　雪氷　　若者言葉の研究

　　劉　　媛媛　　蘇州・杭州の物語

熊谷文枝ゼミナール

　　青木　雅敬　　�������	�
�����������������������

　　網中真珠美　　���������	
��
��
������
���
������

　　伊田　　司　　��������		�
��������������������������������	

　　日下　紗織　　��������	
�	��
��	���������
������
�

　　齋藤　朋子　　��������	�
�������
�������������������

　　堤　　康輔　　�������	
��
�������	������������������

　　堀　　和史　　�������	
��
���
�����
���
������

　　本橋　祐江　　�������	
�������������	������������

黒田有子ゼミナール

　　小林　夏実　　「ブラック・ナショナリズムの二面性：マルコムＸとキング牧師の思想」

　　露木　高志　　「アメリカニズムの光と影」

　　古川　毅司　　「日本英学のあけぼの」

　　安江　久美　　「アメリカ音楽の歴史」

　　吉岡　謙治　　「アメリカと映画」

�
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小山三郎ゼミナール

（共通テーマ）

　　尾崎　明香　　「日本論を読むⅠ」

　　小谷野知保　　「日本論を読むⅡ」

　　佐野　隼也　　「日本論を読むⅢ」

　　釜野　恵美　　「河北省の新聞から見た中国Ⅰ」

　　内藤　法子　　「河北省の新聞から見た中国Ⅱ」

　　徐　　大寧　　「中国の反日を観察するⅠ」

　　高　　　明　　「中国の反日を観察するⅡ」

　　�　　海博　　「中国の反日を観察するⅢ」

　　姜　　　凌　　「中国の反日を観察するⅣ」

　　趙　　国松　　「中国の反日を観察するⅤ」

（個別テーマ）

　　井上　　愛　　「アジアの旅行業界について」

清水邦子ゼミナール

　　長谷川梨絵　　「日本語表記としての文字　―ギャル文字について」

　　廉　　　華　　「日本語教育事情　延辺地区中学校における日本語教育事情」

　　洪　　滋林　　「韓国と日本の古典文学　春香伝と八百屋お七の比較」

�満江ゼミナール

　　小暮　尚吾　　「現代に通じる孫子の兵法」

　　小室　淳路　　「孟子・荀子―　考え方の相違点―」

　　本橋　敏恵　　「『封神演義』の謎」

塚本尋ゼミナール

　　阿部　展子　　「絶滅の危機にあるジャイアントパンダ―その原因と対策―」

　　今井　政志　　「中国の大気汚染の実態―環境問題における対中援助の可能性―」

　　奥出　俊紀　　「モチベーションの重要性」

　　佐藤みさき　　「働く女性の実態」

　　高橋　富康　　「中国の世界遺産」

　　武田　美沙　　「京劇と中国人―京劇の政治的側面―」

　　縫田　優美　　「チャイナタウン―その存在理由―」

　　三井　涼介　　‘���������		
�’

　　森　　啓介　　「��������を探る」

豊田ひろ子ゼミナール

　　田中　裕美　　「オーストラリア英語の発音と語彙の特徴：イギリス英語との比較」

　　星田　英子　　「日本人英語学習者の冠詞に対する意識：大学生の事例研究」

　　山口美菜子　　「英語絵本を日本の小学生に読み聞かせる工夫：クラフトと歌の教材活用の事例研究」

�

１３８

　５�．　外国語学部



―　　―

原田範行ゼミナール

　　岩崎　晃也　　��������������	��
��
�������������������������	
������������������������

������

　　沖中さやか　　������������	�
������������������������������	
���	��	�������	��	��������������

���������	�
����
�	�	������������	�　

　　江末　宏太　　�������������	
�������������������	���������	
��	���	�������
����	���������

�������	
������	����������
�����　

　　上島　伸介　　����������	
�	��
��������������	������������	�
����������������������������

�������	��
��

　　河端　俊介　　��������	�
�����������	����������������������	
���
�������
�������������

���������　　

　　鈴木　進哉　　��������	
���������������
����������������	
������	�������	���	�����������

　　鈴木　美保　　��������	�
���������	������������������	
�����
���������
�����
�������������	�

��������　

　　武田奈都美　　��������	�
����
����������
�	������
�������	�
�������������������������������

����

　　浜田　一臣　　��������	
�������	������	����������	��������	
�	�������������������

��������	�	
���　　

　　森越亜由美　　�������	�
���������
�	��������������������	��	�
����	���������������������

　　割栢　健太　　���������	���	�
�����������	����������������	
����������������
�����������������

�������	
��
����
������

��������	�
���ゼミナール

　　安部　　睦　　�����������	��
���	��

　　金丸　仁美　　����������	�
���
�����	��
�������������

　　岸　　佳美　　�����������	
����������

　　渡辺　初美　　����������	

本田弘之ゼミナール

　　島崎さやか　　「アメリカの教育　―多文化共生社会をめざす教育―」

　　瀬山美貴子　　「在住外国人に対する教育制度」

　　滝原　未来　　「アメリカインディアンの文化」

　　付　　　琳　　「教育・貧困　―中国の貧困問題を中心に―」

　　李　　雪銘　　「服装とファッション文化」

���������	

��ゼミナール

　　堤　　　愛　　������

　　高木　保彦　　���������	
�

　　大島　　愛　　���������	
���������

　　黒田　宏美　　����������	
��	�

　　近内千恵子　　���������	


　　重田るみ子　　���������

　　田中　智子　　����������	

　　青山　　徹　　��������	�
���
���
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吉村ケイ子ゼミナール

　　猪狩　直之　　���������	
���

　　沢登　洋介　　「ベープ・ルースはなぜヒーローになったのか」

　　森脇あゆみ　　「１９６０年代のファッション」

　　横山　知沙　　���������	��
������

渡辺光恵ゼミナール

　　有馬　奈央　　「日本企業はさらにアウトソーシング事業を取り入れるべきだ」

　　石井　智子　　「南アフリカ共和国は政治的な原因によって世界で最もエイズ感染者が多い国となった」

　　小林　由枝　　「日本は，禁煙をもっと推進すべきである」

　　坂　　文祥　　「民族意識の強いスペインバスク地方が独立するためには，���の存在およびテロ活動

を撲滅すべきである」

　　佐藤　梨奈　　「被害の拡大を防ぐため，インターネットによる出会い系サイトの取り締まりをより強化

にすべきである」

　　高田亜衣子　　「内閣総理大臣は，靖国神社へ参拝するべきである」

　　立石知香子　　「日本におけるごみの大型焼却施設は，減らすべきである」

　　張　　　芸　　「中国英語教育の現状と課題：威海市における現地調査結果を用いて」

　　樋渡　裕美　　「日本が少子社会から脱出するためには，産みたくても産めない女性に対する支援の改善

が必要である」

　　三浦　里依　　「きれいになりたい男性が増えたため，男性用スキンケア商品は今後更に売上を伸ばす」

　　吉野　穣二　　「ガン告知をもっと推進すべきである」

伊藤盡ゼミナール

　　武石　育子　　「人間の魅力：宮沢ぷりん著『内緒のプリンセス』の登場人物たち」

長谷川弘子ゼミナール

　　梶田　和也　　�赤毛のアン―人気の秘密”

　　徳永有利子　　�トムは真夜中の庭で―時が人にもたらす変化”

高木眞佐子ゼミナール

　　井口　道喜　　「羽生善治の伝説と記録を探る―羽生善治のライバル達と過去の大棋士たちのライバル

関係」

　　榎　　史織　　「アボリジニの文化とは？　―虹蛇神話からみえるアボリジニ文化―（���������	�
���

��������	
�������	��������	�����		���������	��
��������������）」

　　加藤　智裕　　「我々はビートルズとどう関わっていくべきか―コピーコントロール��を取り巻く現

状から―（��������	�
��������	���
��������	����������	�
�������������������

��������	�
���������）」

　　加藤　真未　　「現代における「真珠湾攻撃」―日米双方からその歴史を問い直す―（���������	
���
�

��������	
�����	�����������	��������������	���
）」

　　佐藤　　郁　　「自己表現として―踊るということ―（��������	
����	����
�����������������）」

　　塩原　千佳　　「カラーガードとチアリーディングの様式の違い（��������	�
�	�
�����	
���������

�����������	
�����������
�����������������	
�����
���������
���）」
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　　高橋　里実　　「高齢者の幸福感―理想的な住環境という視点からの一考察―（���������	��	
��	���	

�������	
�������
���
�����
������
�����」

　　野口　玲子　　「黒人説教者キング牧師の�����������	��
�　―マルコムＸとの比較を通じて見るその

心―」

　　藤井　昭光　　「盲導犬の幸せとは何か―盲導犬を通して社会と犬のあり方を考える―（���������	
�	

�������	��
����
������������������������）」

　　松本　倫徳　　「������音楽の存在意義―アフロアメリカンの若者への影響力への考察から―（����

��������	
����������������������������������	
����
�����������）」

　　宮本佳津子　　「ピカソはなぜ天才と呼ばれたのか？」�
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�
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資料　２ 
平成１７年度外国語学部学生数
� ２００６．３．１現在

備　　　　考留学生計留学生女子留学生男子定員セメスター学科名学年
（１２）１８（６）８（６）１０第　１�外国語学科

　１�

（４３）３３３（２７）１７１（１６）１６２第　２�
（５５）３５１（３３）１７９（２２）１７２２９０小計
（０）０第　１�英米語学科
（０）０第　２�
（０）０（０）０（０）０小計
（０）０第　１�中国語学科
（０）０第　２�
（０）０（０）０（０）０小計
（０）０第　１�日本語学科
（０）０第　２�
（０）０（０）０（０）０小計
（５５）３５１（３３）１７９（２２）１７２２９０計
（１９）２８（１３）１７（６）１１第　３�外国語学科

　２�

（３５）３３３（２３）１７２（１２）１６１第　４�
（５４）３６１（３６）１８９（１８）１７２２９０小計
（０）０第　３�英米語学科
（０）０第　４�
（０）０（０）０（０）０小計
（０）０第　３�中国語学科
（０）０第　４�
（０）０（０）０（０）０小計
（０）０第　３�日本語学科
（０）０第　４�
（０）０（０）０（０）０小計
（５４）３６１（３６）１８９（１８）１７２２９０計
（２５）４７（１６）２３（９）２４第　５�外国語学科

　３�

（４８）３５０（３１）２２７（１７）１２３第　６�
（７３）３９７（４７）２５０（２６）１４７３３５小計
（０）０第　５�英米語学科
（０）０第　６�
（０）０（０）０（０）０小計
（０）０第　５�中国語学科
（０）０第　６�
（０）０（０）０（０）０小計
（０）０第　５�日本語学科
（０）０第　６�
（０）０（０）０（０）０小計
（７３）３９７（４７）２５０（２６）１４７３３５計
（３２）４７（１９）２６（１３）２１第　７�外国語学科

　４�

（４７）３２７（３４）２２２（１３）１０５第　８�
（７９）３７４（５３）２４８（２６）１２６３３５小計
（０）１１第　７�英米語学科
（０）２２第　８�
（０）３（０）０（０）３小計
（０）０第　７�中国語学科
（０）０第　８�
（０）０（０）０（０）０小計
（０）０第　７�日本語学科
（０）０第　８�
（０）０（０）０（０）０小計
（７９）３７７（５３）２４８（２６）１２９３３５計
（２６１）１４８３（１６９）８６６（９２）６１７１２５０外　　国　　語　　学　　科
（０）３（０）０（０）３０英　　米　　語　　学　　科
（０）０（０）０（０）００中　　国　　語　　学　　科
（０）０（０）０（０）００日　　本　　語　　学　　科

留学生（　）は，内数（２６１）１４８６（１６９）８６６（９２）６２０１２５０合　　　計



―　　―

�
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資料　３ 　平成１７年度　クラブ・同好会一覧（外国語学部・総合政策学部）

クラブ� 敬称略

学生代表顧問
学年別学部構成人数

クラブ名
４年３年２年１年合計外総保

河合　大輔総　２�武田　耕一総５２７４１８２１１５情報メディア研究会　１�
村田真紀子外　２�長谷川弘子外１５１０３１９１３６０軽音楽部　２�
酒井　優子保　２�大山　　徹総０３７１０２０４５１１吹奏楽部　３�
中山　舞子保　２�岸　　邦和保０７８７２２４７１１写真部　４�
三浦　紫門外　２�中村　信幸外３１３０７６１０杏林書道会　５�
関口　修平保　１�原田　範行外０２０７９３４２探訪部「���」　６�
原　　卓史総　１�下川　哲徳保００２５７４３０柔道部　７�
斉藤　淳一保　２�山本　外憲保０１５４１００５５男子バレーボール部　８�
山崎　　瞬総　２�大山　　徹総００５５１０６４０剣道部　９�
渡邉　拓郎総　２�高坂　宏一総０１２８１１５６０ラグビーフットボール部１０
小林　善行総　２�舟橋　　哲総０１１３１０２４９１５０硬式庭球部１１
白木　　学外　２�西　　　孝総００１４８２２６１２４軟式野球部１２
石野　大輔総　３�内藤　高雄総０１９１８２９６６３６０３硬式野球部１３
米野　善夫総　２�高木眞佐子外４３５２１０３７０ベーシックスキー部１４
工藤　　圭総　２�青木　　健総６８６８２８１１１５２サッカー部１５
石丸　紘介外　２�進邦　徹夫総１３５３１２４８０ソフトボール部１６
高橋　智也総　２�稲垣　大輔外００３４７１３３ハンドボール部１７
新堀　仁子外　３�田中　信弘総０１０１１１０３１１４１６１アメリカンフットボール部１８
相原　尚子外　２�阿久澤利明総１１１１９２３３１１１７５バドミントン部１９
金澤　絵里総　２�田村　�志保００７２９４３２女子バレーボール部２０
石川　公祐外　２��　　満江外０５１１３１９６１０３男子バスケットボール部２１
平井　智幸総　２�下川　哲徳保３６４３１６３１０３端艇部２２
谷治　大輔外　３�田中　茂彦外０４４６１４１４９ライフセービング部２３
宇田川詩織外　２�渡辺　光恵外０４６０１０４０６チアリーディング部２４
長岡　孝幸社　３�武内　　成総２４４６１６０９７少林寺拳法部２５
鈴木　哲也外　３�金田一秀穂外０１０１２９３１１４１５２自転車部２６
森屋　博之総　２�本田　弘之外０２１４７４３０アウトドア部２７
稲福　孝俊総　４�吉竹　広次総０８２０１００１００アートクラブ部２８

同好会��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略

学生代表顧問
学年別学部構成人数

クラブ名
４年３年２年１年合計外総保

大貫まゆみ総　２�楠家　重敏外１６２２４４０８２２９５３０スピリッツ　１�
篠田　　愛外　２�原田奈々子総１５１１１３１５５４３８１３３トライアンフアルペンスキー部　２�
福島　　諒総　２�黒田　有子外１１０９９２９５２０４�������	
（軟式野球）　３�
高木　　淳総　３�林　　幹泰保０２４３９０７２アスレチックサークル　����　４�
早川加奈子保　２�原田奈々子総０９５１６３０１４１０６�����　５�
浪江　美紀外　２�清水　邦子外１１１１４３１０テコンドー同好会　６�
望月　裕二総　３�伊藤　　盡外７７１０１７４１２８８５�������	��
���
��
　７�
加藤　祐平総　１�大山　　徹総０００１５１５１０５０�����　８�
堀　　　宙外　２�遠山　菊夫外００１００１０１０００����　９�
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�
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資料　４ 

平成１７年度外国語学部特待生・奨学生・奨学金受給者数

単位：人

外国語学部

　１国費外国人留学生

　３短期留学推進制度（派遣）

　４短期留学推進制度（受入れ）

　１７杏林大学奨学生

　８１日本学生支援機構第　１�種

１５７日本学生支援機構第　２�種

　１あしなが育英会

　１福島県

　１岐阜県

２６１授業料減免

　４４学習奨励費

　２１八王子市留学生奨学金

　１朝鮮奨学会

　１朝日新聞

　１読売新聞

　１毎日新聞

５９６合　　計
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資料　５ 　平成１６年度外国語学部専任教員個人業績および所属学会

鳥尾克二教授

所属学会等：日本国際観光学会，日本観光研究学会

著書・論文・研究発表等

（論文）「観光と観光産業の情報論的考察」日本国際観光学会論文集第１０号５６―６３頁

（論文）「概論　観光政策と観光立国に関する考察」日本国際観光学会論文集第１１号２７―３３頁

（研究発表）「観光立国と観光情報処理」日本国際観光学会第　５�回全国大会　２００４年　３�月

稲垣大輔教授

所属学会等：（国内）日本英語学会，日本英文学会，筑波英語学会（国外）���������	
��	���
��
����	�

著書・論文・研究発表等：

（論�文）�����������	�
���������
��
���������������	��
�
����������	�
���������������������������������

������『杏林大学研究報告教養部門』第２３巻

（論文）���������	
��������������	�
���������	��
��������
�������������	
���『杏林大学外国語学部紀要』

第１８号，���������

（研究発表）����������	
���	��������������������	
��
��
�����
��
������
�
���������	
�
����
���

���������	（「日本語の助詞『は』と『が』について（　１�）」）��������第１０回研究発表会（２００５．０５）

（研究発表）����������	
���	��������������	��������������	
��������������������������������������

���������	（「日本語の助詞『は』と『が』について（　２�）」）��������第１１回研究発表会（２００５．０６）

今泉喜一教授

所属学会等：日本語教育学会，日本語文法学会，日本語学会，日本言語学会，認知言語学会，日本英語学会，

日本文体論学会，大学日本語教員養成課程研究協議会

著書・論文・研究発表等：

（論文）「『古希おめでとうございます』の構造　―慣用句の構造―」『教師（ひと）づくり教材（もの）づく

り日本語教育　―河原崎幹夫先生古稀記念論文集―』凡人社，２００５年．

（単著）『日本語構造伝達文法［改訂０５年版』』揺籃社，２００５年．

（論文）「日本語構造伝達文法（１２）　―発話構成　６�要素（モダリティとの関連から）―」『杏林大学外国語学

部紀要』第１８号（２００６），����������

（論文）「古代日本語のテンスとアスペクト　―図示の可能性を探る―」『実験音声学と一般言語学』東京堂出

版，２００６年．

江戸淳子教授

所属学会等：文部省科学研究プロジェクト「先住民の文化顕示における土着性の主張と植民国家の変容」（国

内）日本民族学会，日本オセアニア学会，国立民族博物館共同研究員，国際政治学会評議員（国外）��������

�������	
����������	�������	��������������	
���

著書・論文・研究発表等：

（発表）『日本文化人類学会』「ニューカレドニアのメラネシア人解放運動におけるカナク文化的アイデンテイ

テイの探求」（２００５年　６�月，東京外国語大学）

（論文）「ニューカレドニア：ポスト・コロニアル闘争にみるカナク・アイデンテイテイ　――　ピープルとして

のカナク・アイデンテイテイ回復の要求」『講座ファースト・ピープルズ　――　世界先住民の現在「第　９�

巻オセアニア」』（明石書店），２００５年．

１４５
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（研究発表）���������	
�������
�		�
��
���
��	��������	�
��������	������	���������������	
�������

�������	�（２００５年　７�月，����������）

（現地調査）文部省科研によるニューカレドニアのカナク・文化アイデンテイテイ研究（２００５年　８�―　９�月）

（論 文）���������	�
��	���������	�������	�����������	�
�����―��������	
�������������������������

��������	
��������������������������	
������������	���������������	��

���������

（研究発表）「ニューカレドニアの独立運動にみるカナク闘争の戦略」日本オセアニア学会（２００６年　３�月，立

教大学）

楠家重敏教授

所属学会：日本英学史学会，日本仏学史学会

著書・論文・研究発表等：

（著書）「����アストン　―――　日本と朝鮮を結ぶ学者外交官」（雄松堂出版，２００５年）

（研究発表）２００５．４「英国協会について」（日本英学史学会）

（研究発表）２００５．７「イギリス公使館について」（日本仏学史学会）

（研究発表）２００５．１０「ローエル「能登」と外国人内地旅行問題」（日本ローエル協会）

熊谷文枝教授

所属学会等：日本社会学会；日本家族社会学会；�������	�
����	�
�	��������������	
�����������������

���������	
�（異文化間コミュニケーション学会）；�����������	
���������������（フルブライ

ト選考委員）；日本家族社会学会賞選考委員，藤沢市高齢者策定専門委員，���������	��
��	�	
	���
�

����������	（国際社会学会）；�������	
����������
����������	（アメリカ社会学会）；��������	

�������	��	
����	���������（全米家族問題研究協議会）；��������	
�����
��
��
�������	�
	�������

�������	�
�����������������	
����������	
�������	�������������������	�
������
���������������
�������

������������	
�����������	���������������������������	
�
�������
������������������	
�

������������	
���������	�������	���	���	�������	�
	�������	���	�����������������������	���������

�������	
���������������	���������	�
	����������	������	�������

著書・論文・研究発表等：

（��������	
����
����）�����������	
���������������������
����������	
�
��	
���
�����������	��������

��������	
���������������������������	
�����������������
����������������	
��������	�����	��	

��������	�
��
��	�����������������	
����
�������������

（�������	
�����）������������	
�����
����������
��
�
�������������	
	�����
��������������	��������	�
	

���������	
�����
���������������������������	
	������	�������

������������	��
�����������

�������	�
���������������	����������������	��
��	���
�	���	��	
	�����������	
���
�����������	�
����

��������	
�����������	������������

（�������	
�����）���������		�
���
������
�	�����������������	
	��������	��������������������	��


�������	�
���	
�����
	�������

��
	�����������	
������	�������
���
����『��������	�
�����������	

����������	
会誌』��������		�
����

（単著）『アメリカの家庭内暴力と虐待―社会学的視点でひもとく人間関係』（２７８頁）�����������������．

ミネルヴァ書房．

（������）��������	�
���������������������
�����������	�
������������������������������	
�������

�������������	
����
�	����

（テレビ出演）�������　報道局番組み「今日の世界」「ハリケーン・カトリーナとアメリカの貧困・人種

差別」解説（　９�月２９日放映）
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（講演）「アメリカの家庭内暴力と虐待―社会学的視点でひもとく人間関係」杏林大学・虐待防止委員会主催．

（������）����������	
����	������
��������������������	
�	�����������	
����������	�������������

�������	

（�������）����������������	
���	������	������������������	�
���	���������������������������������

�������	
������
�
�������������������������	��
����������
���������������������	
�����������

�������	
��	������

（テレビ収録���������	）�������	
��������	��	������	�������������	
�	����
������������������	

���������解説（シリーズ特集番組放映は，２００６年　４�月）

（������）��������	
�����
������
��������������������	
��������	
�������������	��������	
�������

���������	��
������������	
�������		������
�����������

（発表）「家族をめぐる人間関係としての家庭内コンフリクトに関する考察―������データに基づいて」

������　共同利用研究会（２００６年　１�月）於　慶應義塾大学三田キャンパス．

（�����）��������	�
	����
	���
����	��
��
���������	
�����	����������	��������	
��������������������

���������	
�������������		������
���������	�
��	���	���
������
��
������������	
��

（�������）��������	
���	�����	����������������������	
�����������	

��


（書評）井上眞理子（著）『ファミリー・バイオレンス―子ども虐待発生のメカニズム―』（２００５年晃洋書房）

に対する書評．『家族社会学研究』�������	�
����．日本家族社会学会。

（論文）「家族をめぐる人間関係としての家庭内コンフリクトに関する考察―������　データに基づいて」

『������　データ分析報告書』������　共同利用研究会，日本家族社会学会．

（�������）�������	
���
����
�����
��
�����
��������������	
������������	�����������������������

��������	
�������������������������������	
�����������������	��������������	��
�������������	
��

����������

他大学出講：仁愛大学（集中講義）「比較文化論」．

黒田有子教授

所属学会：日本英文学会　日本アメリカ文学会

著書・論文・研究発表等：

（項目執筆）『２０世紀英語文学辞典』（研究社）

他大学出講：聖心女子大学「英語」

小山三郎教授

所属学会等：アジア政経学会，日本国際政治学会など

著書・論文・研究発表等：

（論文）「柏楊投獄事件について」『杏林大学外国語学部紀要』第１８号

他大学出講（平成１７年度）：放送大学「比較政治学」

清水邦子教授

所属学会等：日本語教育学会，日本文体論学会，大学日本語教員養成課程研究協議会，日本語学会

諏訪内敬司教授

所属学会等：日本教育学会，教育哲学会，比較教育学会，アガトスの会

著書・論文・研究発表等：

（発表）「父親の役割」（モラロジー研究所）

１４７
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（論文）「新渡戸稲造と日本文化―和歌俳句①―」『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，　　１� ―２７頁．

他機関出講：モラロジー研究所道徳科学研究センター客員研究員

�満江教授

所属学会等：日本中国学会　東方学会　斯文会　日本中国語学会　全国漢文教育学会　中唐文学会　六朝学

術学会　早慶中国学会　中国社会文化学会

著書・論文・研究発表等：

（書評）「中唐というエポックを生きた詩人たち」（赤井益久著『中唐詩壇の研究』創文社２００４年１０月）『東方』

第２９１号　東方書店

（紹介）講演題目「恋愛・伝奇・自注―元積における自照性と個我意識―」講演者　国学院大学教授　赤井　

益久，紹介杏林大学教授�　満江，司会　明海大学教授　市川桃子，中唐文学会大会（２００５年１０月）（於

「かでる　２�・　７�」北海道立道民活動センター）

（共訳注）「元和十年，別れの贈答詩から」柳宗元読詩会（二松学舎大学顧問　石川忠久監修）『中唐文学会

報』第１２号

（講師）八王子学園都市大学いちょう塾：「中国語で味わう漢詩」全　５�回（２００５．１０月～１１月）（於八王子市学

園都市センター）

（単著）『李商隠研究』汲古書院

（論文）「貧女詩考」『松浦友久博士追悼記念　中国古典文学論集』研文出版

（論文）「魚玄機の詩について」『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，２９―４３頁．

他大学出講（平成１７年度）：慶応義塾大学大学院文学研究科「中国文学研究Ⅰ」「中国文学研究Ⅱ」，慶應義塾

外国語学校「中国語初級」

田中茂彦教授

所属学会等：（国内）日本音声学会，社会言語科学会，日本英語音声学会，大学英語教育学会，���������	��
�

�������	
����	�����

他大学出講（平成１７年度）：明治大学商学部「英語講読」「口語英語」「特設英語」

塚本　尋教授

所属学会等：日本中国語学会会員，日本ビジネス中国語学会会員，日本口承文藝学会会員，外国語教育メデ

ィア学会会員，世界漢語教学学会（北京）会員，日本中国友好協会参与　兼　留学生派遣委員会委員

海外出張：

　　２００５．０９　公務出張（中国）ハルビン医科大学・天津外国語学院・天津医科大学・北京第二外国語学院

　　２００５．１１　公務出張（中国）河北大学

豊田ひろ子教授

所属学会等：大学英語教育学会，日本カナダ学会，�������	
���������	
���
�������
��	��������

著書・論文・研究発表等

（講演）「外国語学研究の動向」上智大学大学院（２００５年　４�月）（於　上智大学）

（論文）「幼児英語学習教材の効果：ビデオモニター事例分析（　５�月号・　７�月号）」（����������	開発）

（研究発表）「児童英語学習教材使用実態調査のための枠組み」����������	開発（２００５年１０月）（於�������

多摩オフィス）

（共著）「小学生のアルファベット認識に関する実態調査報告書」（����������	
�）

（論文）「児童英語学習教材の効果：ビデオモニター事例分析（　９�月号・１１月号）」（����������	開発）
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（研究発表）「児童英語学習教材使用実態調査：前期と中期の比較」����������	開発（２００６年　２�月）（於���

�����多摩オフィス）

他大学出講（平成１７年度）：東京外国語大学「英語」

ボランティア活動（平成１７年度）：八王子市立高倉小学校「英語活動クラブ」，上智大学大学院応用言語学交

流会「講読」

研修会出向：アルク�������セミナー（２００５年１２月　３�日　４�日於発明会館）

原田範行教授

所属学会等：日本英文学会，日本ジョンソン協会（論集編集委員），日本１８世紀学会，日本オスカー・ワイル

ド学会（理事），国立民族学博物館共同研究員，日本学術会議（専門委員），語学教育研究所，���������	��
�

�������	
��	�����������������	
�����，��������	
������
��������������������	
�����，��������

�������	�
	�����，�������	�
����	������	��

著書・論文・研究発表等：

　　２００５．０４―２００６．０３（記事）「イギリス海外短信」『図書新聞』（隔月連載）

（司会）東京１８世紀イギリス文学・文化研究会（２００５年　４�月）於　専修大学

（司会・講師）　「イギリスにおける＜文学＞の誕生」（日本英文学会第７７回全国大会シンポジアム第　１�部門）

（２００５年　５�月）於　日本大学

（講演）���������	
��	��
��	��	��������������������	��
����
��	�
������������������	�
����	���

�������	
��������������	���	��������������	
�������������������	����	
���������	
	��	�����	�

��������	���
�����	���	���		��������������	
�������������

（記事監修）「読者の歴史」（共同通信制作）

（講演）「合作，代作，贋作に見るイギリス１８世紀」第５７回日本英文学会中部支部大会特別講演（２００５年１０月）

於　愛知大学

（司会）���������	��
��	��������	��������������（２００５年１０月）於　立正大学

（司会）東京１８世紀イギリス文学・文化研究会（２００５年１１月）於　専修大学

（記事）「『海』のかなたに何かある：２１世紀模索の時代　――　２００５年イギリス文学・文化回顧」『図書新聞』１２

月２４日号

（書評）「�������	
����������������������������������	�
�����������解説」（国立民族学博物館ウェッ

ブサイト）

（論文）�������	��
���������	��
������������������	
��	��������������������������������	
『杏林大

学外国語学部紀要』第１８号，����������．

（論文）「合作，代作，贋作に見るイギリス１８世紀」『中部英文学』（日本英文学会中部支部）

（記事）「ジョンソンの辞書の愉しみ」『英語青年』　３� 月号（研究社）

他大学出講（平成１６年度）：慶應義塾大学大学院文学研究科「近代英米文学特殊講義」，同文学部「英文学演

習」，同通信教育部「英文学特殊」，成城大学短期大学部「翻訳論」

海外出張：

　　２００５．０７　英国エディンバラ大学（学会講演）

　　２００５．０８　英国オクスフォード大学ペンブルック・コレッジ（学会運営）

ジョアン・パロケッティ教授

����　��������	
�������
������
���
����������������	
������
����������������������	
����	�������

���������	
�������
�����
������������������	
���������
������������	��
����～������

����　���������	
���	��������	������	������������	
����	���������������	��������	
	��������
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�������	
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�������������	
��������	����������	���	����������	
������

��������	
������	���	��������	����������������������������	
�
�

本田弘之教授

所属学会等：日本語教育学会，異文化間教育学会，日本文体論学会，日本言語政策学会，社会言語科学会大

学日本語教師養成課程研究協議会事務局

著書・論文・研究発表等：

（論文）「日本語教師養成における『異文化理解』教育―キャリア形成プログラムとしての日本語教師養成課

程のために」『教師づくり教材づくり　河原崎幹夫先生古稀記念論文集』

（論文）中国朝鮮族の継承語維持方略と日本語教育『社会言語科学』第　８�巻第　１�号

（論文）「中国朝鮮族中学における日本語教育の選択メカニズム―「満州国」後の日本語教育の連続性と非連

続性―」『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，����������．

（学会発表）「中国朝鮮族の民族教育における日本語教育の意味―日本語教育の目的と「評価」をめぐって―」

早稲田大学日本語教育学会春季大会（２００６年　３�月）於早稲田大学

（共著）「第　９�章　日本語教育をふりかえる―日本語教育の歴史―」遠藤織枝編著『日本語教育を学ぶ』三修

社，２００６年　３�月，����������．

（フィールドワーク）「日本語学術振興会科学研究費補助金（基盤研究Ｂ）による現地調査・研究」（２００５年　８�

月および２００６年　２�月）中国黒龍江省東部地域，吉林省鎮莱県，遼寧省阜新市および北京市

ピーター・マクミラン教授

所属学会等：��������	
����������������������
�����������������理事

著書・論文・研究発表等：

（�������）������������	�
�����������	����������������	�
����
�������
���	�	���	�����������	�
�	��

��������	�������	��

���������������

海外出張：

　　��������	
����������	���	�������������	

　　���������	
����������	���	�������������	
���

吉村ケイ子教授

所属学会等：日本アメリカ文学会，日本ウィリアム・フォークナー協会，���

著書，論文，研究発表等

（論文）「�������	
��の��������	�
����再考：���と��������	の作品」『杏林大学外国語学部紀要』

第１８号，����������．

渡辺光恵教授

所属学会等：アメリカ学会，日本英文学会，日本アメリカ文学会，日本アメリカ史学会，��������	�
�����

�������	�
	�������

著書・論文・研究発表等：

（論文）��������������	
��
���Ⅲ�『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，�����������
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伊藤盡助教授

所属学会等：日本英文学会，日本英語学会，日本アイスランド学会，日本中世英語英文学会，都立大学中世

英語英文学研究会，��������	
���
	���国際アーサー王学会（日本支部），���������	��
������	�����

����

著書・論文・研究発表等：

（講演）東急セミナー��渋谷校「エルフ語講座」（２００５年　４�月～２００６年　３�月）

（記事）「これだけは知っておきたい『キングダム・オブ・ヘブン』をわかりやすく観るためのキーワード」

『キネマ旬報』　５� 月下旬号，�����������

（記事）「日本人から見たアイスランド」�������	�
�������	�［アイスランディック・ジオグラフィック日本

特別号］，����������

（研究発表）「『イングリンガタル』とスノッリの『イングリンガ・サガ』」日本アイスランド学会総会公開講

演会（２００５年　６�月１３日）於一橋大学佐野書院

（記事）「英国の中世神話・伝説の世界　１�：ブリテン島　その名の由来は『ブルータス』？」『英語教育』２００５

年１０月号，����������

（記事）「英国の中世神話・伝説の世界　２�：古の賢き建造主，その名は『巨人』」『英語教育』２００５年１１月号，

����������

（講演）「北欧神話の旅」杏林大学公開講演会（２００５年１０月２０日）調布市内・近隣大学公開講座　於調布市文

化会館たづくり映像シアター

（記事）「英国の中世神話・伝説の世界　３�：伝説のものづくりの名人　鍛冶ウェーランドの伝説」『英語教育』

２００５年１２月号，����������

（記事）「英国の中世神話・伝説の世界　４�：フィン王と英雄ヘンゲストの越冬～伝説の英雄たちの戦いと復讐

『英語教育』２００５年　１�月号，���������．

（�������	）‘����������	�
�������������������’�����������	
�����	������	��������������������	�

�

���������	
����	���	����

（記事）「英国の中世神話・伝説の世界　５�：インゲルドとフレーアワル～愛と復讐の哀しい恋物語」『英語教

育』２００５年１２月，����������

（解説）『リンガーズ：ロード・オブ・ザ・ファンズ』（���）ソニーピクチャーズ・エンターテインメント

（論文）「�・�・�・トールキンのファンタジー：言語創造から生まれた物語世界」『文藝別冊　ナルニア』

（河出書房新社）����������

（記事）「ことばのつくるファンタジー世界案内」『文藝別冊　ナルニア』（河出書房新社），����������

（翻訳）映画�������	
�����������日本語字幕下訳（フェルヴァント社）（邦題未定）

他大学出講（平成１７年度）：慶應義塾大学文学部「英語第���」，「英語���」「英文学Ｂ（　４�）」慶應義塾大学

通信教育部「英語」「中世英文学」，フェリス女学院大学文学部「英語の歴史」「イギリスの思想と宗教」

玉村禎郎助教授

所属学会等：（財）新村出記念財団（評議員），日本語教育学会（評議員），日本語学会表現学会，近代語学

会，訓点語学会，国語語彙史研究会，韓国日本語教育学会（理事）

著書・論文・研究発表等：

（論文）「語義と語構成・字義」『教師（ひと）づくり教材（もの）づくり日本語教育―河原崎幹夫先生　古稀

記念論文集』凡人社，４８―５６頁

（論文）「語種から見た『体の類　生産物および用具』に属する語彙―現代日本語の基本語の研究（　４�）―」

『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，１４５―１６９頁

（講演）京都国際文化協会主催，京都市共催，国際交流基金・京都府後援「日本語教師養成講座」（２００５年　７�

１５１
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月～　９�月）於京大会館

（講演）京都国際文化協会主催，京都市共催，国際交流基金・京都府後援「日本語教師養成講座」（２００６年　２�

月）於京大会館

長谷川弘子助教授

所属学会等：日本独文学会，中央大学人文科学研究所，日本児童文学学会，日本国際児童図書評議会，日本

ゲーテ協会

著書・論文・研究発表等：

（研究発表）「ネオ・ファンタジーの特徴と文体―『ハリー・ポッターと賢者の石』」（２００５年　６�月）於中央大

学人文科学研究所研究チーム「変貌する世界と文学」

（共訳）ヘンリエッテ・ヘルツ著『ベルリン・サロン―ヘンリエッテ・ヘルツ回想録』中央大学出版

（論文）「１８世紀末ベルリンの読書協会―ヘンリエッテ・ヘルツ『回想録』より」『杏林大学研究報告教養部

門』第２３号

（論文）����������	
�������������������������������	��
����������
��������������������	�
��
�

�������	�
��	���『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，���������．

（翻訳）キルステン・ボイエ著『メドレヴィング―地底から来た訪問者』三修社

嵐　洋子講師

所属学会等：日本音声学会，日本語学会，日本語教育学会，社会言語科学会

著書・論文・研究発表等：

（研究発表）「子供の長音の知覚における持続時間とピッチ変動の影響」第１９回音声学会大会（２００５年　９�月）

於広島大学

（論文）「子供のメタ言語的意識としての特殊モーラの習得」『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，�����������

岩本和良講師

所属学会等：日本機能言語学学会，������������	
�������
���������	
������������	��
�����
���
����

�������������������	
��
�������
��	����	��
�����������

著書・論文・研究発表等：

（共著論文）�����������	��
���
������
	�
��������������	
���
������������	
���������������������

�������	
�������������	
����������������	����	������������	
����

木崎英司講師

著書・論文・研究発表等：

（講演）「エアラインの��経営」（２００５年　４�月）於中央大学商学部

（講演）「接客マナー」日本大学国際関係学部（２００５年　６�月）於日本大学三島校舎

（講演）「接客マナー」（２００５年　６�月）於金城学院大学

（講演）「サービス業と接客マナー」（２００５年　７�月）城西国際大学鴨川校舎

（講演）「エアラインの��経営」（２００５年１２月）於中央大学商学部

（調査協力）「日本航空客室本部における��と��の関係に関する調査」２００５年１１月

他大学出講：

２００５年　５�月～　７�月「サービス・ホスピタリティ論」獨協大学

海外出張

２００５年　７�月　ホテル日航サンフランシスコ出張（インターンシップ）
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倉林秀男講師

所属学会等：日本英文学会，日本文体論学会，日本アメリカ文学会，日本ヘミングウェイ協会，テクスト研

究学会（事務局，編集委員），英語授業研究学会，日本ｅ―��������学会

著書・論文・研究発表等：

（論文）「会話分析を通してヘミングウェイ作品を読む　―���������	�
�����������������������������

の場合」『ヘミングウェイ研究』第　６�号　����������

（研究発表）「小説における冠詞の定・不定―ヘミングウェイの���������	�
��
�������―を中心に」日本

文体論学会第８７回大会（２００５年　６�月）於東洋大学

（研究発表）「���������	�
��
�������における文体�――�定冠詞と不定冠詞から解釈へのアプローチ」ア

メリカ文学会全国大会第４４回大会　ワークショップ（２００５年１０月）於北海学園大学

（研究発表）「文科系学部における����������開発と試みと実践」（古本泰之氏と共同研究発表）日本��������

���学会２００５年度学術講演会（２００５年１１月）於神戸情報大学院大学

（研究発表）「��������	�
����	������	�
��������にみられる名詞句表現とその解釈」　日本ヘミングウェ

イ協会第１６回全国大会（２００５年１２月）於東京女子大学

高木眞佐子講師

所属学会等：日本英文学会，日本中世英語英文学会，国際アーサー王学会日本支部（幹事会財務担当），舞踊

学�会，�������		
��	�������������	������	��������	��
�����������������������������	
����

�������	
�����������
��������
����������	
�

著書・論文・研究発表等：

（研究発表）「商人としてのキャクストン：印刷家に転身するまで」中世英語英文学会　東支部大会（２００４年

　６�月）於長野大学

（研究発表）�������	�
������������	���	��	������������	
���������
��
��
����������������	
����

���������	
���
����������
���������������	�
����（２００４年　７�月）於��������	
���������

（研究発表）「地球への期待：���ルイスのスペース・トリロジー三部作から」国際アーサー王学会日本支部

大会（２００４年　１�　２�月）於慶應義塾大学三田キャンパス）

（論文）「����ルイスとマロリーの���������	
�������������
�����������������	�
	�の聖杯探求」『杏林

大学外国語学部紀要』第１８号，������������

（論文）「����ルイスの�������	
������
����に見られる聖杯」�������	
��������号特別記念号

他大学出講等（平成１６年度）慶應義塾大学文学部「英語第Ⅱ」，「英語インテンシブ」慶應義塾大学通信教育

学部夜間スクーリング「英文学」

海外出張：

　　２００５．０７―０８　ユトレヒト（蘭）（アーサー王学会発表のため）

　　２００５．０８―０９　（オックスフォード大学語学研修引率のため）

千野万里子講師

所属学会等：日本中国語学会会員，中国近世語学会会員

著書・論文・研究発表等：

（論文）「『儒林外史』に見える“只得”について」『杏林大学外国語学部紀要』第１８号，２１１―２２１頁

　　２００５．０５～２００５．０９　日本中国語検定協会　実力養成通信添削講座　２�級　添削

　　２００５．１０～２００６．０３　日本中国語検定協会　実力養成通信添削講座　４�級　添削

１５３



―　　―

古本泰之講師

所属学会等：日本観光学会，日本観光研究学会，総合観光学会，日本観光ホスピタリティ教育学会（幹事，

編集委員），日本ミュージアム・マネージメント学会；葛飾区産業経済課「かつしかの魅力プロデュース

会議」委員；立教大学アミューズメントリサーチセンター特別研究員，韓国観光・レジャー学会

著書・論文・研究発表等：

（共著）『観光事業論講義―観光対象としてのミュージアム』（くんぷる）

（講演）「観光都市とまちづくり組織」平成１７年度新座市民総合大学（２００５年　６�月）於立教大学

（共同研究発表）「文科系学部における����������開発と試みと実践」日本����������学会・２００５年度学術

講演会（２００５年１１月）於神戸情報大学院大学

（学会司会）日本観光研究学会（２００５年１２月）於横浜商科大学

他大学出講：東京立正短期大学観光メディアコース「観光学概論　１�」「観光学概論　２�」，信州短期大学リゾー

トビジネスコース「リゾートビジネス」「観光立地論　１�」「観光立地論　２�」「観光・リゾート論」

海外出張：

　　２００５．０９　シンガポール共和国公務出張（杏林大学外国語学部・インターンシップⅡ）

資料　６ 　Academia 活動記録

１５４

　５�．　外国語学部

参加者発表テーマ発表者開催日回

今泉，黒田，�，長谷川，原田／稲垣日本語の助詞『は』と『が』について（　１�）：
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稲垣大輔０５０５２５１０

今泉，黒田，長谷川／稲垣日本語の助詞『は』と『が』について（　１�）：
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稲垣大輔０５０６２９１１

稲垣，今泉，黒田，長谷川，原田／倉

林

小説における冠詞の定・不定の持つ意味

―ヘミングウェイの���������	�
��
���

�����を中心に

倉林秀男０５０７０６１２

稲垣，今泉，岩本，倉林，黒田，�，

高木，長谷川，遠山／田中

日本式標準英語の可能性をめぐって田中茂彦０５１０２６１３

稲垣，今泉，黒田，清水，長谷川，原

田，伊藤，遠山，今泉／國松

大正天皇をめぐる雑談國松　昭０５１１３０１４


