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　平成１６年度の外国語学部は，英語学科，中国語学科，日本語学科という以前の　３�学科制度を統合した外国

語学科の　１�学科制の完成年度を迎えた。ゼミナールが必修であることから，四年生はゼミナールによる指導

によって卒業論文執筆が求められるなど，新体制での学習効果が明確に現れるべき年度であった。また学生

による授業評価アンケートの活用がさらに図られ，教員の授業改善への創意工夫が学部全体に浸透した。入

学試験に関しては，一昨年に開設された入学センター主導による実施体制の合理化への改善が図られ，昨年

度急増した推薦入学者の割合については再検討が行われた。また外国語学部の特色ある��入試制度も浸透

しており，近郊か遠隔地かに拘わらず入学希望者を募らせている。なお，八王子キャンパスにおける教育活

動の将来構想を考える大学改革プロジェクト委員会が昨年度にスタートしたが，この動きに平行して，外国

語学部は学部改革に向けて抜本的な見直しを検討するため，専任教員全員が参加する検討委員会が幾度も開

かれ，活発な討論が行われた。

　尚，滝本道生学部長が　４�月２８日急逝し，年度途中から鳥尾克二教授が新学部長に就任した。

　以上の背景を踏まえ，平成１６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したい。

　新学科発足に伴う新カリキュラムは　４�年目を迎えた。　１� 年生の専門外国語科目の履修概況は以下の通り：

　　　　英　語：８１．０％

　　　　中国語：９．８％

　　　　日本語：９．２％

　なお，秋学期入学者（　１�セメスター生）の場合は数字は大きく異なり，英語２６．９％，中国語３．８％，日本語

６９．２％となるが，これは秋学期入学生の中での留学生の占める割合が高いからである。平成１５年度の７８％，

１２％，１０％と比べてより英語の比重が増えたことが認められるが，本学部入学者の専門外国語科目履修の一

般的傾向としては大きな変化は見られなかった。なお，履修者の多い英語科目は今年度は１２クラス体制で臨

み，本学部の特色である少人数制と習熟度別指導の維持に努めた。専門科目群の履修が本格化する　２�年生の

履修状況は，Ａ群（情報・言語・文化）が１４．８％，Ｂ群（英語・英米研究）が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％と

なっている。傾向としてはこれまでと変わらぬように見えるが，細かく見ると少しずつ学生の履修状況に変

化が見られる。いまだＢ群が最多数を占めるのは同じだが，明らかにＥ群履修者が増えているのに比べて，

英語履修者の割合は減少している。その一方で，Ｃ群，Ｄ群は横ばい状態だが，Ａ群の比率が前年度に比べ

て倍以上になっている。学生は英語に高い関心を払いつつも，言語そのものだけでなく，情報という英語を

活用する職種に直結する領域へと具体的に関心を注ぎつつあるようにもとれる。またＥ群履修者にＢ群の領

域を履修する学生が少ないことは，語学に関心を持つ学生と，サービスやホスピタリティに関心を持つ学生

の関心が別れていることをも意味しているようでもある。今年度も各群の学科責任者を中心に，非常勤講師

も含めてのミーティング開催を継続し，学生の学習状況や各学科目の進度などの，必要な情報交換を行った。

　新カリキュラム導入後，初めてのゼミナール必修という形で卒業年次生を迎えた今年度の成果は資料　１�に

挙げた卒業論文題目によって評価できるだろう。従来の徹底した少人数制のゼミナールに比べて，卒業論文

のテーマだけを見て優劣を決めることはできないが，学生諸君の意欲的な研究への取り組みを認めるに足る

と見られる。ただし，ゼミナールによる人数の不均等が，卒業論文指導にまったく影響を与えないかと問わ

れれば，明言はできない。学生へのゼミナール教育の趣旨を周知徹底させるよう，今後も努めていかなけれ

ばならないだろう。ゼミナール間での交流が，以前のように盛んではないことも問題として挙げられる。今

１２１

　５ ．外国語学部

　１ ）教務部関係



―　　―

後，それぞれのゼミナールでの教育を教員間でも情報交換を行っていくような取り組みが待たれる。事実，

平成１８年度への新しい取り組みが既に始まっており，外国語学部のサーバーを立ち上げ，サイトを利用する

によって他の授業における学生への課題や各回の授業テーマなどを一覧としてまとめるための枠組み作りが

進んでいる。このような情報開示の徹底が，個別指導を旨とするゼミナールの在り方をよりよい方向へと向

かわせることが期待される。

　入学試験について，昨年度よりは指定校推薦入学者の比率が下がり，一般受験生との学力格差の是正が期

待された。また，推薦入学者への英文暗記や読書レポート課題とそれへのフィードバックとしての試験の実

施が強化された。次年度にはこれがさらに改良された課題へと継承されるよう，よりよい課題と試験を作成

するために担当者は頻繁に話し合いを持った。

　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に努めている。以下

の　３�点を中心に，平成１６年度の学生生活に関する状況を要約する。

　学科改組により，外国語学科と旧　３�学科とが併存した状態が続いている（学生数については資料　２�を参照）。

経済的な問題を抱えた学生や他大学への進路変更に伴う退学者の数は例年とほとんど変わっていない。学納

金未納者への対応は，職員が電話や面談によるきめ細かい指導や相談を行っている。奨学金の在り方や成績

優秀者への優遇措置なども学生部では頻繁に話し合われた。

　学生の課外活動であるクラブ，同好会とその部員数については資料　３�を参照。学生のニーズの多様化やア

ルバイトなどに時間をとられるために，こうした団体に所属する学生数に減少傾向が見られるものの，今年

度廃部が決定したクラブ・同好会は　３�団体。一方，新しく　３�団体が同好会として公認された。今後の活躍を

期待したい。運動部の訓練施設などに老朽化が見られ，限られた予算内ではあるが，事故防止等の見地から

も早急に新しい器具の導入が検討された。課外活動の最大のイベントである杏園祭も年々華やかさを加え，

昨年度は観客動員数は記録的なものとなった。今年度は，予定していた目玉アーティストの出演が中止とな

り，昨年度ほどの人数には至らなかったが，学生の参加者は確実に増えている。金銭が拘わることなので，

経理の指導などにも努めたい。

　平成１６年度の奨学金受給状況は資料　４�を参照。年末に家族がインドネシア沖地震および津波の被害にあっ

た学生がおり，教職員や学生からの支援が集まり，全学的に助けを講じた。国全体が経済的に低調の中，昨

年度から始まった杏林大学奨学金制度は多くの学生の関心を集め，学業の研鑽がバックアップされる仕組み

は学生全体にも浸透しつつある。家計基準と学力基準との適切な組み合わせによる受給者決定が促進された

と見ることができる。しかし，未だ企業指定奨学金などの開拓は充分であるとは言い難いのが現状である。

学生支援機構（旧日本育英会）からの奨学金も給与制度がなくなり，すべて返済を求められる貸与となった。

利子のない第　１�種を求める学生が多いのは当然であるが，受給額を選択できる第　２�種（月額　３�万，　５� 万，　８�

万，１０万円から選択）を選ぶ学生も多い。本当に困っている学生の場合，利子があっても　２�種を希望する学

生もおり，支援機構の事情もあるが，さまざまな奨学金制度の在り方を検討する時代にもなっている。一方，

奨学金受給者が退学するケースもまれに見られ，受給者選抜の方法にも改善の余地はあろう。�
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　今年度は夏季休業中の海外研修（オクスフォード，シンガポール，新せん）も恙なく行われ，学生たちへ

の成果も大きく，外国語学部としての語学教育やホスピタリティ教育の結実も著しい。その一方で，アジア

での未曾有の被害者を出したインドネシア・スマトラ島沖地震によって，本学学生の家族が被害にあったこ

とは，普段からキャンパス内で留学生と会うことの多い外国語学部の学生にとって同じアジア人として衝撃

となった。国際支援を大学生としてどのように行うことができるかを問われた機会であった。

　八王子キャンパス独自の取り組みとして，本年度も地域住民への影響をも鑑み，交通安全指導を徹底した。

バイクなどの事故もなくならない現状を少しでも改善するよう今後も取り組んでいきたい。

　海外留学生と日本人学生との交流の促進も充分とは言えない状況ではあるが，語学必修クラス，杏園祭で

のスピーチコンテストや外国語劇の上演などを通して，これからも充実させていきたい。

　平成１６年度外国語学部専任教員の個人業席および所属学会については，資料　５�を参照（上記の通り，各教

員が指導した卒業論文の成果については，資料　１�を参照）。

　平成１６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）。また本年度はいわゆる学部プロジェクト研究は実施されなかった。

��　平成１６年度の常置委員会組織は，滝本道夫学部長が　４�月に急逝したため，急遽変更を加えて　７�月から

以下に挙げた組織により運営された。また，昨年度より学部全体で行われていたカリキュラム改革検討

会は今年度も継続され，その答申をもとに，　９� 月より新たにカリキュラム特別委員会が設置された。

　　　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　９�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―原田範行教授，他　６�名。

　　　第四委員会（教務）：委員長―赤井孝雄教授，副委員長―塚本尋教授，他　５�名。

　　　第五委員会（研究）：委員長―熊谷文枝教授，副委員長―国松昭教授，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　１�名。

　　　第七委員会（図書）：委員長―中村信幸教授，副委員長―草場豊教授，他　１�名。

　　　留学相談員：塚本，黒田

　　　なお，第一委員会（制度）には予算，危機管理，機器管理，��・授業評価，海外研修の担当があり，

同委員会の下部組織として，広報，入試実施委が属している。第三委員会では，卒業アルバム編集委員，

父兄への広報誌『���』編集委員，同窓会担当委員，杏園祭担当委員，親睦会の諸担当がある。第四委

員会には教職課程委員会が属している。このほか，入試審議委員，大学自己評価委員会，セクシャル・

ハラスメント相談員，����������，入学センター入学調整委員，国際交流センター運営委員，教職委員，

『杏林大学の現況』作成委員，杏林学園ホームページ委員，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。

��　自然災害や降雪時の休講措置などの事例を通して，昨年度に引き続き，本年度も，危機管理と情報の

周知徹底に関する体制の整備が，他学部との協調のもと，八王子キャンパス全体で進められた。本学部

第一委員会でも危機管理に関する検討が重ねられた。

��　海外集中研修のキャンパス内での報告が，引率の教員により掲示再開した。内外の経済外交情勢が今

後の海外研修のあり方に影響を与えることもあろうが，学生への広報活動の一環として，今後も継続的

に行われることが期待される。
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��　上記のように，本年度は新たにカリキュラム特別委員会が設置され，　９� 月に承認された。これは遠山

菊夫教授を委員長とする計　５�名の委員によって構成され，さらにその他の本学部教員に必要に応じた役

割分担を委嘱するものである。これにより，平成１８年度からの新しい学部構想に基づくカリキュラム設

定が検討された。

資料　１ 

平成１６年度卒業論文題目

滝本道夫ゼミナール（小倉英敬非常勤講師代行）

　　伊藤　武雅　　「コロンビアのゲリラ問題」

　　奥村　有香　　「メキシコ演劇の父と呼ばれた佐野碩について」

　　倉上　　梓　　「チリの国民舞踊　クェッカ」

　　倉田　　税　　「メキシコのティオティワカン遺跡について」

　　白土　嘉孝　　「メキシコ人にとっての“アステカ”と“マリンチェ”」

　　瀬浪　恵莉　　「メキシコの極彩色文化」

鳥尾克二ゼミナール

　　板倉　美幸　　「歴史的観光資源とツーリズムメリット　―近代アジア史から見て―」

　　石村　祥吾　　「感覚産業としての観光　―観光心理を科学する―」

　　後澤　友希　　「東北新幹線八戸駅開業による地域への影響」

　　大関　夏季　　「エコツーリズム　―持続可能な観光の形態―」

　　太田裕美子　　「自然共生型まちづくり　―長野県安曇野の観光を考える―」

　　小野由美子　　「観光立国実現に向けて」

　　加藤由美子　　「佐渡の観光振興」

　　門松　和宏　　「道からの観られるべき光」

　　勝田　栄美　　「観光産業における情報提供のありかた」

　　加藤久美子　　「ロケ地の観光効果」

　　小竹　浩恵　　「下町の持つ観光価値」

　　近藤　利沙　　「宿　―外国人観光客から見るよき日本の宿―」

　　齋藤　篤史　　「スポーツ産業の持つ様々な側面による地域振興，観光促進の可能性」

　　杉本　泰昌　　「まちづくりと観光振興　―地域社会の観光魅力づくり―」

　　鶴橋　那奈　　「静岡県の観光の現状と課題」

　　豊泉　勝之　　「観光振興と今後の展望」

　　長尾　　樹　　「農山漁村の観光振興について」

　　南保　　功　　「観光立国を目指して　―外国から見た日本―」

　　西　　里美　　「観光都市としての東京　―集客東京論―」

　　船山　浩介　　「景観が感覚に訴える観光」

　　渡辺　可奈　　「山梨県の観光振興」

　　楊　　容青　　「訪日中国人」

赤井孝雄ゼミナール

　　飯野さやか　　「英国の伝承童謡　マザーグース」

　　伊藤　太郎　　「靴の歴史と文化について」
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　　小長井英典　　「騎士道とジェントルマン」

　　澤村　貴志　　「ビートルズの結成前から解散まで」

　　鈴木　裕士　　「三色旗とユニオンジャック」

　　関上　修治　　「アーサー王時代の恋愛模様」

　　福島理栄子　　����������	��
	���������

　　藤田　篤史　　「ウィリアム・ワーズワースと西脇順三郎」

　　藤原　陽介　　「ビートルズ――表と裏」

　　宮下　友良　　「紅茶について」

今泉喜一ゼミナール

　　門嶋　友香　　「条件表現「ば」～前件　後件間にある因果関係について～」

　　金子　真紀　　「授受表現　～韓国語・英語・沖縄方言との比較～」

　　朴　　美児　　「主格を表す格助詞の日韓対照研究」

江戸淳子ゼミナール

　　中本　理子　　「アメリカの中のハワイで生きる先住民――ハワイの歴史と現在」

河原崎幹夫ゼミナール

　　逢　恵　艶　　「日系企業の中国進出と文化摩擦」

　　絹田　陽子　　「和のいろ―色彩考―」

　　斎藤　尚子　　「数字における中国文化の日本文化への影響」

　　蓬田佳那子　　「けはひ考」

　　朴　貞　玉　　「新聞における皇室敬語」

　　張　玉　波　　「若者文化―現代中日青年比較―」

　　劉　艶　麗　　「高度発展の日本社会における女性の役割」

　　楊　�　綺　　「殖民時代の台湾における日本語教育」

　　林　茜　茜　　「現代敬語法」

　　于　　　瑾　　「日本のコンビニエンス・ストア」

楠家重敏ゼミナール

　　石井　美樹　　「映画���������	��
���マンハッタン女性の男性観」

　　大関　慶子　　「横浜の西洋もののはじめ」

　　加藤麻衣子　　「東京ディズニーリゾート」

　　工藤弥乃吏　　「西洋音楽の伝来と日本」

　　竹内　優子　　「ヘボン・スピリット」

　　永田　由美　　「シンデレラの謎」

諏訪内敬司ゼミナール

　　福井　美希　　「名匠小津安二郎の世界」

�満江ゼミナール

　　杜　　桂州　　「日本と中国の狭間で」

　　西平　悟史　　「芥川龍之介と中国文学」

１２５
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田中茂彦ゼミナール

　　八木　剛史　　「�������の音韻体系と押韻俗語」

塚本尋ゼミナール

　　安里　信玄　　「現在の沖縄にかいまみる中国の影響―儒教の祖先祭祀をもとに―」

　　船井　美里　　「張愛玲『私語』―『私語』はこうしてできた―」

　　蓬田　　圭　　「茶道における一期一会―日本人としてのもてなしの心―」

　　菱木ちよみ　　「『初恋のきた道』にみる張芸謀の手法」

中村信幸ゼミナール

　　原　　主泉　　「茶と禅」

原田範行ゼミナール

　　安藤　紀子　　��������	
�����������������������������������	
������������

　　石川　　樹　　������������	
������������������������������	�
�����������
��������������������	

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

　　石黒　洋人　　��������	�
������������������������������������	�����
�������������������������

����

　　内田絵里香　　���������	
��	������������������������������	
���
��������������

　　梅澤みどり　　��������	��
��������������������������������	�
��

　　大石　有沙　　��������	�
�	�������	����	������
�������������	
���������������������
���

　　大島　沙織　　���������	
��������	������������������������	
�������	�
������
	��	����

　　川杉　千秋　　������������	
�	
�����������������������������	
	����	����	������	������������

���������	
���

　　倉持貴代子　　��������	�
����
���������	�������	���������������	

　　黒崎さおり　　��������	�
����
�������������	��������������	�
�����
��������������

　　甲州　　縁　　��������	�
����
�������	��	�����������������	
���	�����

　　合田真岐子　　��������	��
���	���	����������������������	
�����

　　小鷹　梨花　　���������	
�����	��	����	���	��������������������	
�����������������

　　後藤　浩子　　��������	�
����
�������������	���������������	�
���

　　小林　由佳　　��������	�
����
���������
	�	����������������	�
	������	��	�������

　　齊藤　新吾　　���������	
��������	��������	������������������	
������	���
���

　　柴田実央子　　��������	�
�	�������	����	������
�����������	

��������������
����

　　鈴木　理恵　　���������	
������
������	��������������������	�
����������������

　　高安　美香　　��������	�
����
���������
������������������	�
	������
	�
	����
�

　　出口恵美子　　��������	�
�����������	���������������������	
��������
����
��
��

　　野口美佐子　　��������	�
����
����������	
��
�����������	�
	��
���
�
��

　　八戸奈穂美　　��������	�
����
���������
������	���������������	�
�����
�����������������

　　原　　大地　　��������	�
���������������
�����������������	�
������������

　　平賀　愛美　　����������	��
������������������	
��������������	
���
����������	����������

　　藤畑　良輔　　����������	
	���������	���	������	�����������	�
�����������������������������

　　松田　恵子　　�����������	
�����������������	������������������	���	�
�����	����	���	�������
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������

　　三浦　理沙　　������������	
�������
�������
������
���������	
�������������������	
���������

������

　　安田あゆみ　　����������	
���
����������������������������	
���������

　　梁　　　媛　　��������	�
����
�������
�����
�	�����������	
�������	�����	����	��������

藤井明ゼミナール

　　大山　敦臣　　「中国古銭について」

　　箕輪　　剛　　「中国人」

　　倉本　智幸　　「関羽について」

　　岡田　幸宏　　「中国酒」

　　高延　　健　　「中国が抱える問題と解決策」

　　荒澤　篤矛　　「中国拳法の発生と歴史」

　　正田　修平　　「中華人民共和国の鉄道」

　　湯　　　嘉　　「漢語的共通点」

　　渡邊　美幸　　「中国人の結婚事情」

　　荒澤　篤矛　　「中国拳法の発生と歴史」

　　高延　　健　　「『環境政治』という視点から見た中国の環境破壊と改善について」

���マクミラン（����������		
�）ゼミナール

　　扇田真理子　　���������	�
��

　　東山　真美　　����������	

　　池田　武陽　　���������

　　小菅　和樹　　�������

　　石澤　亮介　　�������

　　広野　瑞樹　　�������

　　榎谷　寛康　　������������	�
��

　　平山　洋輔　　��������	�
�����

　　有坂　祐樹　　���������

　　佐々木未来　　��������

　　楠原美奈子　　��������

吉村ケイ子ゼミナール

　　荒井　尚幸　　「ロックとドラッグと死」

　　桑林　　瞳　　����������	

　　佐々木　亨　　「ジョン　レノン殺害の真相」

　　下田　真理　　��������	
��
��������������

　　武内　香織　　「ラップとスラング」

　　西澤真由美　　「��������	
�����の受容」

　　野村　千紘　　「『ちびくろサンボ』と日本人の黒人観」

　　古田美恵子　　「���������	
�����から観る社会問題」

　　森口　直樹　　���������	�
����	����
�������
���	���
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渡辺光恵ゼミナール

　　青木沙也佳　　「ブッシュ政権内のネオコンとイラク戦争」

　　秋葉　俊宏　　「アメリカのホームレス」

　　泉山　咲子　　「東北新幹線『はやて』開通前後の問題検証とその解決策の提案」

　　金成麻実子　　「フリーターは定職につくべきだ」

　　久保　直也　　「日本の食料産業は地域に密着すべきである」

　　黒田　礼子　　「１９８４年米国大統領選挙におけるレーガンの選挙キャンペーンについて：なぜレーガン

はスプリングスティーンを利用したのか」

　　後藤　理恵　　「中国の農村問題と中国政府」

　　澤田　喜翼　　「日本はイラク戦争を支持すべきではなかった」

　　鈴木　周子　　「『ピーナッツ』の作者チャールズ・シュルツ」

　　永田　直衣　　「大東亜戦争と精神主義」

　　深澤　雅美　　「ウォルト・ディズニーカンパニーと第二次世界大戦」

　　福本　　塁　　「淺川萩橋上流右岸におけるワンドの保全必要性の検証」

　　宮島　佐世　　「東京ディズニー・シーと東京ディズニー・ランド」

岩崎公生ゼミナール

　　青木　裕美　　「ザ・ウィンザー・インターナショナルにおける顧客満足と社員満足」

　　池澤　厚子　　「一の宿クラブについて―次世代における新しい旅館経営―」

　　石井　里奈　　「エスニック・ツーリズム―どのようにしてアイヌ民族が地域と密着して，それを商品化

して生き残るか―」

　　小島　幸恵　　「別府市の観光対策―別府市の現状と今後―」

　　桑畑　賢也　　「八王子にホテル建設を計画する」

　　小美野奈央　　「接客における笑顔と声の重要性―スポーツクラブのオープンを体験して―」

　　佐々木直子　　「レストランのおもてなし」

　　澤畑真知子　　「茨城県の町づくり―観光都市として発展するには―」

　　楊　　　洋　　「熱海再生への道」

　　杉林　利恵　　「訪日旅行産業の現状と課題」

　　千田小夜可　　「神奈川県内の商店街活性化事例に見る町づくり」

　　滝村　　星　　「地域ふれあい通貨“元気”」

　　田原　里美　　「星野リゾートとヒルトン東京ベイに見る環境と観光」

　　太山たかひろ　「マンション販売における顧客満足」　

　　本郷　詠子　　「ホスピタリティ経営―真の顧客満足を求めて―」

　　堀崎　愛理　　「多様化するウェディング事情」

　　本橋　夏樹　　「小江戸川越のまちづくり」

　　前多　哲也　　「小布施町の町おこし事業」

　　増田季実子　　「茅ヶ崎市の町づくり」

　　従野　恭句　　「舞台芸術におけるホスピタリティ」

本田弘之ゼミナール

　　石崎　恵理　　「香りと私たちの生活」

　　董　　秀貞　　「日中初等国語の教育についての比較研究」

　　趙　　　君　　「腐敗の下側の文化要素」

１２８
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　　那　　　靖　　「魯迅とその文学」

　　水村　　愛　　「携帯電話とともに来たもの」

　　水戸真理子　　「観光について―ハワイ，フィジーを考察対象として―」

　　森本眞知子　　「トイレ―私たちの知らないトイレ事情―」

　　林　　　凱　　「日中の教育史比較」

伊藤盡ゼミナール

　　田中亜紀那　　「日英語の否定の比較：吉本ばなな『キッチン』を題材として」

高木眞佐子ゼミナール

　　石黒　　綾　　「ダニエル・キイス著『アルジャーノンに花束を』―主人公チャーリイの精神遅滞を今日

どう読み解くか―」

　　岩城　太夢　　「猛戦士の剣�������������	
��―日本刀との比較による西洋の刀剣大型化の理由―」

　　大森　香織　　「クリスティーはマザー・グースを超えたのか―『そして誰もいなくなった』の詩を比較

して―」

　　斎藤　恵子　　「ハワイの総合文化―フラに込められた想い―」

　　齋藤　直美　　「中世の伝承「ハンガリー王妃の水」―アロマテラピーにおけるローズマリ使用の文化

史―」

　　澤竒　美穂　　「モンゴメリの人生観―『赤毛のアン』の自然描写を通して―」

　　杉山　直美　　「茶に見る東西文化発展の違い―日本とイギリスの比較から―」

　　鈴木　亜美　　「イルカと泳ぐと何故癒されるのか？」

　　瀬戸佐弥香　　「ミルンの『クマのプーさん』は消えるのか―ディズニー・ブームが原作にもたらしたも

の―」

　　中村　正和　　「オルタナティブ教育のホームスクールとは―日本とアメリカの教育を比較して―」

　　布　　千聡　　「東京ディズニーリゾートの人気を支え続けるキャストの魅力」

　　水越　　泉　　「アメリカン・インディアンの世界はどのようにしてつくられたのか」

　　森　芙美子　　「サグラダ・ファミリア聖堂に見るガウディの意図」―亀の土台彫刻の不思議に迫る―」

　　安田　沙織　　「中世庭園の復興―ウィリアム・モリスがイギリス庭園にもたらしたもの―」�

１２９
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�
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　５�．　外国語学部

資料　２ 
平成１６年度外国語学部学生数
� ２００４．５．１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
（４０）３５１（２６）１８４（１４）１６７第　１�外国語学科

　１�

（２０）３３（１２）１５（８）１８第　２�
（６０）３８４（３８）１９９（２２）１８５２９０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
（６０）３８４（３８）１９９（２２）１８５２９０計
（３２）３８２（１７）２３３（１５）１４９第　３�外国語学科

　２�

（２２）４６（６）１４（１６）３２第　４�
（５４）４２８（２３）２４７（３１）１８１２９０小計
（０）０第　３�英米語学科
（０）１１第　４�
（０）１（０）０（０）１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）４２９（２３）２４７（３１）１８２２９０計
（４７）３２５（３５）２２２（１２）１０３第　５�外国語学科

　３�

（１９）３８（１６）１８（３）２０第　６�
（６６）３６３（５１）２４０（１５）１２３３３５小計
（０）０第　５�英米語学科
（０）１１第　６�
（０）１（０）０（０）１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
（２）２（２）２第　６�
（２）２（０）０（２）２小計
（６８）３６６（５１）２４０（１７）１２６３３５計
（２５）３５０（１９）２３８（６）１１２第　７�外国語学科

　４�

（０）０第　８�
（２５）３５０（１９）２３８（６）１１２３５５小計
（０）２２第　７�英米語学科
（２）１２（２）４８第　８�
（２）１４（２）４（０）１０小計
（０）１１第　７�中国語学科
（０）０第　８�
（０）１（０）０（０）１小計
（１）３（１）２１第　７�日本語学科
（１６）１７（１１）１２（５）５第　８�
（１７）２０（１２）１４（５）６小計
（４４）３８５（３３）２５６（１１）１２９３５５計
（２０５）１５２５（１３１）９２４（７４）６０１１２７０外　　国　　語　　学　　科
（２）１６（２）４（０）１２０英　　米　　語　　学　　科
（０）１（０）０（０）１０中　　国　　語　　学　　科
（１９）２２（１２）１４（７）８０日　　本　　語　　学　　科

留学生（　）は，内数（２２６）１５６４（１４５）９４２（８１）６２２１２７０合　　　計
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�

１３１

資料　３ 　平成１６年度　クラブ・同好会一覧（社会・外語）

クラブ� 敬称略

学部構成人数
学生代表顧問クラブ名

合計外総保
１４　２　９　３山下　勇樹総　２�武田　耕一総情報メディア研究会１
１８１０　８　０峯島　　厚総　２�長谷川弘子外軽音楽部２
３０　３　７２０見次　　憲社　３�大山　　徹総吹奏楽部３
３０　９　９１２平原　千歳総　２�岸　　邦和保写真部４
　７　３　４　０三井　雅之総　２�中村　信幸外杏林書道会５
１１　３　７　１佐川　　岬外　２�原田　範行外探訪部「���」６
１０　６　４　０谷口　　薫社　３�下川　哲徳保柔道部７
１２　２　５　５広瀬　一将保　２�岩崎　正洋総男子バレーボール部８
１４　７　６　１福澤　陽介社　３�遠藤　健哉総剣道部９
　８　１　７　０金澤　秀明社　３�高坂　宏一総ラグビーフットボール部１０
１８　７１１　０丸山　　理外　２�新田　　敏総硬式庭球部１１
２０　２１２　６山内　浩史総　２�西　　　孝総軟式野球部１２
４９　３４５　１橋本　佳英社　３�内藤　高雄総硬式野球部１３
１９　７１２　０大野　優太総　２�高木眞佐子外ベーシックスキー部１４
２０　４１４　２土門　佳樹外　２�青木　　健総サッカー部１５
１２　６　６　０宮本　明仁外　１�進邦　徹夫総ソフトボール部１６
　７　３　４　０冨岡　　禎社　３�稲垣　大輔外ハンドボール部１７
３０１４１６　０横瀬　敬之外　３�田中　信弘総アメリカンフットボール部１８
３９１６１８　５関　友香里外　２�阿久澤利明総バドミントン部１９
　９　４　２　３金澤　絵里総　１�田村　�志保女子バレーボール部２０
２３　５１５　３小松原達弘総　２��　　満江外男子バスケットボール部２１
１５　２１０　３本郷　竜也総　２�下川　哲徳保端艇部２２
２４　２　６１６三升畑奈穂保　２�田中　茂彦外ライフセービング部２３
１１　４　０　７楠本　由佳保　２�渡辺　光恵外チアリーディング部２４
１０　１　４　５財部謙太郎社　３�武内　　成総少林寺拳法部２５
３２１１１９　２樋渡　裕美外　２�金田一秀穂外自転車部２６
１４　９　５　０村木けいこ総　２�佐藤美由紀外女子バスケットボール部２７
　６　０　６　０吉岡　裕史総　２�本田　弘之外フィールドアドベンチャー２８

同好会� 敬称略

学部構成人数
学生代表顧問クラブ名

合計外総保
５１２２２９　０須藤　　健総　２�楠家　重敏外スピリッツ１
６７４７１８　２内田　智美外　２�原田奈々子総トライアンフアルペンスキー部２
２２　２１６　４舘岡　　新総　２�黒田　有子外��������	３
　８　０　６　２羽田　貴一社　３�笈川　博一総アスレチックサークル�����４
１０　６　０　４加藤　良一保　２�原田奈々子総�����５
２６　８１８　０小俣　有輔総　２�平松　茂雄総ゴルフサークル６
　４　３　１　０山田航一郎外　２�清水　邦子外テコンドー同好会７
４０２５　７　８荻原　恵造外　３�伊藤　　盡外����������	��
	��	�８
　６　１　５　０河合　大輔総　１�渡辺　　剛総エンターテイメント研究会�・�・�９
１０　０１０　０稲福　孝俊総　２�吉竹　広次総アートサークル１０
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�
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　５�．　外国語学部

資料　３ （補足）　平成１６年度　クラブ・同好会一覧（保健学部）

� 敬称略

学年保健学生代表顧問
人員内訳

クラブ名
総数外国総合保健

保　３�０６２２０２００６５
春木　謙吾山本　　寛１０７　　１　　６１００保健学部　男子バドミントン部

体　
　
　
　
　

育　
　
　
　
　

系

保　３�０６２１０２００５８
広瀬　一将山本　外憲　１１　　０　　６　　５保健学部　男子バレーボール部

保　２�０６２２０３００４３
高野かづき田村　高志　　７　　３　　２　　２保健学部　女子バレーボール部

保　３�０６２１０２００３３
酒井　　格岸　　邦和　３２　　３　　０　２９保健学部　硬式庭球部

保　３�０６２２０２００３８
坂西　康太大河戸光章　３２　　０　　５　２７保健学部　バスケットボール部

保　３�０６２２０２００５５
塚原　　恭

坂内　久一
渡辺　　登（副）

　４２　１４　１１　１７保健学部　弓道部

保　３�０６２２０２００３７
三枝芙美子下川　哲徳　１７　　３　１１　　３端艇部

保　３�０６２１０２００３０
久志本　霞島　　幸夫　１７　　１　　７　　９少林寺拳法部

保　３�０６２２０２００７６
山中　雄太関澤　浩一　６４　　１　　９　５４保健学部　フットサル

保　３�０８００２１０３２０
割栢　健太小池　秀海　２９　１４　　６　　９保健学部　軽音楽部

文　
　

化　
　

系

保　２�０６２２０３０００８
岩堀　朋美加藤　英世　３１　　４　　７　２０保健学部　吹奏楽部

保　３�０６２２０２００５７
友定　智保中竹　俊彦　６７　　１　　０　６６保健学部　ボランティア部

保　３�６２３０２００１９
大屋　千鶴

竹内千恵子
土田有利子（副）

１６　０　０１６ぴあっこクラブ

学年保健学生代表顧問
人員内訳

同好会名
総数外国総合保健

保　３�０６２２０２００３６
小張裕美子金子　哲也１２００１２草野球同好会体

育

資料　４ 

平成１６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

　１６杏林大学奨学生

　７６日本学生支援機構第　１�種

１４７日本学生支援機構第　２�種

　　１あしなが育英会

　　２福島県

　　１岐阜県

　　１朝日新聞

　　２読売新聞

　　２毎日新聞
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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

（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

（研究発表）「観光立国と観光情報」日本国際観光学会第　５�回全国大会

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，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

（論文）「日本語構造伝達文法（１１）～原因態�������，許容態���，原因　許容態���������～」『杏林大学

外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�月）��������

江戸淳子教授

所属学会：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，��������

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

（研究発表）　「ニューカレドニアにおけるカナク近代政治の創成」（日本文化人類学会，於東京外国語大学）２００４

年　６�月

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

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

���������	
�	��	����	
�������������

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

���������	
���������������������������������	
�������������������������������	
���２００４年１２月

（研究発表）　「ニューカレドニアの解放闘争にみる他者との節合」（日本オセアニア学会，北海道大学）２００５年

　３�月

河原崎幹夫教授

所属学会等：日本語能力試験実施委員会委員，日本語教育学会評議員，日本語教育振興協会専門委員

（講演）「練習の意義と教材」（����八王子研修センター）

楠家重敏教授

所属学会等：日本英学史学会，日本仏学史学会，日本古文書学会，日本大学史学会

（寄稿）「モンナヌス『日本誌』のみどころ」島田孝右編『モンナヌス「日本誌」英語版別冊解題・索引』（東

京：柏書房）

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，������������	
�����	����	


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

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

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

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

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

海外出張：２００４．０７中国北京市：第３６回国際社会学協議会世界会議（���������	�
�������
���
���������
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����������	
��	��		��）司会，および発表（論文二点）のため

（テレビ出演）��������	�
������������	
����������
���������「ワールドリポート：オープン・

アダプション」解説（　５�月２１日放映）

（発表）����������	
	�	�	�������������	���	����������	
���������

��（杏林大学外国語学部��������）

２００４年　６�月

（講演）「２１世紀アメリカの社会問題―家庭内暴力を中心として」（東京弁護士会）２００４年　６�月

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

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

�����������（於東京都立科学技術大学）２００４年　６�月

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

����������	�
����
���������������������������	
�	���������������	
�����������������（於東京

都立科学技術大学）２００４年　６�月

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


����（於北京，中華人民共和国）２００４年　７�月

（パネリスト）　�����������	��
����������������������������������	
����������������������

�����������	��
��������������������������������	
���
����
��	
�������������������	
（於北京，中

華人民共和国）２００４年　７�月

（パネリスト）　���������������	�
����������������������������	
����������������������������������	
���

�����������	�
������（於北京，中華人民共和国）２００４年　７�月

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

����������	
�����������
�����������������������（於����：（財）貿易研修センター，東京）２００４年　９�

月

（講師）八王子学園都市連続講義『二十一世紀アメリカの社会問題Ⅱ』第　１�回　第　１�回「統一性と多様性と社

会問題のいろいろ」２００４年１０月

（講師）八王子学園都市連続講義『二十一世紀アメリカの社会問題Ⅱ』第　２�回「階層社会と貧困」２００４年１０月

（講師）八王子学園都市連続講義『二十一世紀アメリカの社会問題Ⅱ』第　３�回「人種・民族・偏見・差別」

２００４年１０月

（講師）　八王子学園都市連続講義『二十一世紀アメリカの社会問題Ⅱ』第　４�回「義務教育プログラムの選択」

２００４年１０月

（講師）八王子学園都市連続講義『二十一世紀アメリカの社会問題Ⅱ』第　５�回「犯罪とテロリズム」２００４年１０

月

（新聞インタヴュー）　日本経済新聞インタヴュー（特集）「日本の家族は今：家族の多様性・地域性」（１１月　９�

日掲載）

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

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

���������

���������	

（寄稿）　������������	�
�������	����
��������������������	���
�������	�����������������������	
���

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

��������	
����
�，２００５年　１�月������������

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

��������	�
����������������������������������	
��������������	
�����������������
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黒田有子教授

所属学会等：日本英文学会，日本アメリカ学会

（共著）『入門　社会のしくみ―複雑な世の中を理解するための道具箱』杏林大学総合政策学部編　東京：丸

善，２００４年１０月

（論文）「盲目の共同体：『ベニート・セレーノ』の不可視性」『杏林大学研究報告―教養部門―』（２２：２００５）

����������

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

（論説）「『自由中国』知識分子的政治與文学―対於台湾現代文学的一個視点」（台湾中央研究院近代史研究所『近

代中国史研究通訊目録』第３６期）２００４年　４�月

（講演）「１９８８年迄今日本的台湾論」（於国立台湾師範大学歴史学研究所）２００４年　８�月

（寄稿）「王聿均先生訪問記」（許菁娟共著『杏林大学外国語学部紀要』�１７：２００５年　３�月�������������

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，人間主義学会，アガトスの会

（講演）「われ太平洋の橋とならん―新渡戸稲造―」（於茅ヶ崎市民大学）２００４年　７�月

（発表）「軍人倫理の原型―軍人勅諭―」（於モラロジー研究所）２００４年　９�月

（発表）「新渡戸稲造と日本文化―和歌俳句―」（モラロジー研究所）２００４年　９�月

（論文）　「太平洋の橋とならん―国際人新渡戸稲造の生き方―」『杏林大学外国語学部紀要』�１７：２００５年　３�月���

����������

他機関出講：（平成１６年度）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

（座談会）「唐代の文学と道教」（於国学院大学院友会館小会議室）２００４年　９�月（司会：浅野春二国学院大学助

教授；出席者：丸山宏筑波大学助教授，土屋昌明専修大学助教授，赤井益久国学院大学教授，�満江杏

林大学教授）

（講師）杏林大学公開講座：「中国語で味わう漢詩」全　５�回（於八王子市学園都市センター）２００４年　９�月～１０

月

（共訳注）「永州と柳州の狭間」二松学舎大学学長　石川忠久監修『中唐文学会報』（１１：２００４年１０月）柳宗元

読詩会

（論文）「李商隠と妓女」『藝文研究』（８７：２００４．１２）（（岡　晴夫教授退任記念論文集）

（座談会記録）「唐代の文学と道教」『国学院雑誌』（１０６―１：２００５年　１�月）（通巻１１７３号）

（論文）「唐代宮女の作詩について」『杏林大学外国語学部紀要』（１４：２００５年　３�月）

他大学出講：２００４．０４～２００５．０３　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：������������	
�������
����������，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：２００４．０４～２００５．０３　明治大学商学部「英語（オーラル）」「特設英語」「基礎英語」
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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

中村信幸教授

「食事の心を活かす信仰―赴粥飯法の教え―」宗教総合誌『じべた』（２９：２００４年　４�月）

原田範行教授

所属学会等：（国内）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，���

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

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

（記事）「しがみついているこの根は何か―十年に一度の国勢調査」（イギリス海外短信）『図書新聞』　４� 月１０

日号

（記事）「移ろう季節と年中行事―イースターデイ，連休，春学期のイギリス」（イギリス海外短信）『図書新

聞』　６� 月１２日号

（講演）「ジャーナリズムの起源」立正大学英文学会（於立正大学）２００４年　７�月

（共著）『イギリス文学と旅のナラティヴ―「マンデヴィルの旅」から「ドラキュラ」まで』（慶應義塾大学出

版会）２００４年　７�月

（記事）「イギリス古書店の風景」『���������	�』（２００４．７）��������

（記事）「ジェイムズ・クックを探す旅―かの地の古書を手に入れるには……」（イギリス海外短信）『図書新

聞』１０月　９�日号

（研究発表）「事実とフィクションのはざま―十八世紀実録航海記研究試論」東京十八世紀イギリス文学・文

化研究会例会（於専修大学）２００４年１０月

（シンポジウム司会・講師）　「文人たちのイギリス十八世紀」海保眞夫先生記念慶応英文学シンポジウム（於

慶應義塾大学）２００４年１０月

（共著）『腐敗と再生―身体医文化論Ⅲ』（慶應義塾大学出版会）２００４年１１月

（翻訳）『ヴィジュアル版ガリヴァー旅行記』（ジョナサン・スウィフト原作，岩波書店）２００４年１１月

（学会司会）日本オスカー・ワイルド学会（於慶應義塾大学）２００４年１１月

（記事）「どこかの国とは大違いの……―公的機関の公開講演会」（イギリス海外短信）『図書新聞』１２月１１日

号

（記事）「２００４年イギリス文学・文化回顧」『図書新聞』１２月２５日号

（記事）「現代の出発点を確認する―英国１８世紀文学の視点」『英語青年』（２００５年　１�月）��������

（論文）「文学的表象としてのジョンソンの『英語辞典』再考」『杏林大学外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�月）

�����������

他大学出講：２００４．０４～２００５．０３　慶應義塾大学大学院文学研究科「近代英米文学特殊講義」，慶應義塾大学文

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：２００４．０４　英国マンチェスター大学公務出張

藤井　明教授

（論文　共著）「佛教偈頌与韓愈詩関系考辨」『杏林大学研究報告―教養部門』（２２：２００５）����������．

１３６

　５�．　外国語学部



―　　―

����������	教授

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

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

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

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，���

渡辺光恵教授

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

（論文）“��������������	

	�����『杏林大学外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�月）�����������

岩崎公生教授

日本国際観光学会会員，日本観光研究学会会員，日本ホテル産業教育者グループ会員

（論文）「２１世紀型ホスピタリティ業を模索する～モノつくり立国からホスピタリティ産業立国へ～」『杏林大

学外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�月）�����������

稲垣大輔助教授

所属学会等：日本英語学会，日本英文学会，筑波英語学会，����������	
�����	��	�������

（研究発表）「プラトンの問題：言語学の視点から」（於杏林大学外国語学部　第　１�回��������）２００４年　４�月

（論文）「日本語から見た英語学習」杏林大学総合政策学部編『入門　社会のしくみ―複雑な世の中を理解す

るための道具箱』丸善，２００４年

（論文）「比較言語学の視点」杏林大学総合政策学部編『入門　社会のしくみ―複雑な世の中を理解するため

の道具箱』丸善，２００４年

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

他大学出講：横浜国立大学「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「英語Ⅲ」

豊田ひろ子助教授

所属学会等：大学英語教育学会，日本カナダ学会，日本英語検定協会（　１�級面接委員），���������	
����

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

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

（講師）「英語であそぼう：クリスマスのつどい」（於八王子市立高倉小学校）２００４年１２月

（論文）「日本の小学校における児童英語教育の方法に関する一考察」『杏林大学研究報告：教養部門』（２２：

２００５）�����������

（論文）「子どもの英語力を伸ばすには」『杏林大学外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�月）����������

他大学出講：東京外国語大学「英語Ｂ」

国内出張：児童英語教師養成講座（２００４年　７�月），カナダセミナー（２００４年　８�月），加藤学園シンポジウム

（２００４年１２月）

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

（講義）「エーリヒ・ケストナー『飛ぶ教室』における理想の少年像と暴力について」（中央大学文学部プロジ

ェクト授業「男と女の物語」）２００４年　５�月

（講義）「ロバート・ブライ『鉄のジョン』におけるグリム童話の神話化と１９８０年代アメリカの男性運動につ
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いて」（中央大学文学部プロジェクト授業「男と女の物語」）２００４年　５�月

（研究発表）「ロバート・ブライ『鉄のジョン』―男性についての本」（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」）２００４年　５�月

（翻訳）青木やよひ著『ゲーテとベートーヴェン』（平凡社新書，２００４年１１月）のドイツ語引用訳文への助言

と一部翻訳

（研究報告）「１８世紀末ベルリン・サロンの特徴―ヘンリエッテ・ヘルツのサロンを例として」（於杏林大学外

国語学部アカデミア）２００４年１２月

（論文）「ゾハール・シャビィトによる児童文学多層化モデルとその世界共通性」『杏林大学研究報告教養部

門』（２２：２００５）�����������

（論 文）“���������	
���
‘���������	�������’―���������	
���������	�������	
��
������������	�


��������	
��
����������
���������������������	�
���������������������	
���―�『杏林大学外

国語学部紀要』（１７：２００５年　３�月）�����������

本田弘之助教授

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

（学会発表）「『満州国』後の中等教育機関における日本語教育…日本語教育の選択，そして自律と変容…」社

会言語科学会第１５回研究大会（於早稲田大学）２００５年　３�月

（論文）「中国朝鮮族の民族教育とその将来」『杏林大学外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�月）�����������

伊藤　盡講師

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（事務局），日本中世英語英文学会，���

���������	�����
，国際アーサー王学会（日本支部）

（講演）東急セミナー��渋谷校「エルフ語講座」２００４年　４�月～２００５年　３�月

（記事）「『ピーター・パン』の１００年の歴史」『キネマ旬報』　４� 月下旬号：����������

（出演）「『指輪物語』（ロード・オブ・ザ・リング）の言葉・エルフ語を学ぶ」�������番組内���������	


�����　４�月２６日（東京��）

（講演）「第十一夜：孤島に残る古のヨーロッパ，アイスランド」����������	
������「北欧十五夜物語：

アイスランド大地の響き」　５� 月　６�日

（出演）「エルフ語を大研究！」�����������	��
�������	　５�月２１日（�����������	
��）

（講演）「第十三夜：神話によって守られた国　アイスランド」����������	
������「北欧十五夜物語：ア

イスランド大地の響き」　６� 月１７日

（講演）調布市文化コミュニティ振興財団「市民カレッジ　地球ナビゲーションⅢ」「アイスランド」（於調布

市市民センター）　６� 月１９日

（学会準備委員）日本アイスランド学会第２４回総会（於信州大学）　６� 月　４�日

（記事）「アーサー王伝説の真実」『キネマ旬報』　８� 月上旬特別号：�����������

（著書）『指輪物語　エルフ語を読む』東京：青春出版社，２００４年　８�月

（監修）『ロード・オブ・ザ・リング王の帰還：コレクターズエディション』エルフ語監修，２００４年０８月

（記事）「ジュール・ヴェルヌの世界」『キネマ旬報』１１月下旬号：������

（シンポジウム講師）「文献学的に読み解く『ホビットの冒険』と『指輪物語』」（第３４回日本イギリス児童文

学会「シンポジウム『トールキンのファンタジー』」）（於十文字学園女子大学）１１月２０日

（監修）「シングヴェットリル国立公園，アイスランド」���テレビ『世界遺産』１１月　７�日放送

（記事）「戯曲作家ジェームズ・Ｍ・バリの風刺と悲しみ：『ネバーランド』の真実」『キネマ旬報』　１� 月下旬
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号：���������

（監修）『ロード・オブ・ザ・リング王の帰還：スペシャル・エクステンデッド・エディション』エルフ語監

修，２００５年　２�月

（翻訳と解説）��������������	
	���������
������‘������������	『杏林大学外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�

月）�����������

他大学出講：慶應義塾大学文学部「英語第Ⅱ」，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」

海外出張：２００４年　８�月～　９�月　オクスフォード英語集中研修（杏林大学外国語学部）

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

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


（記事）「����������	の新「チョーサー論」が波紋」海外新潮『英語青年』　４� 月号

（記事）「古典の写本は���化されたが…」海外新潮『英語青年』　６� 月号

（発表）����������	��
���
��������������������������	
���������
�	����������（第１２回�����国際大

会���������	
�研究部門，於仏リヨン，フランス国立高等師範学校文学・人文科学部）２００４年　７�月

（記事）「アーサー王伝説と中世編年史に新視点」海外新潮『英語青年』　８� 月号

（記事）「書籍革命の産んだ�����の研究，その後」海外新潮『英語青年』１０月号

（記事）「アーサー王伝説復興と中世研究の新しい関係」海外新潮『英語青年』１２月号

（発表）「ヌレエフ版『ロミオとジュリエット』におけるシェークスピア解釈」（第５６回舞踊学会「舞踊のフロ

ンティア」，一般研究発表Ａ部門，於沖縄県立芸術大学）２００４年１２月

（記事）「聖杯の流行する時代」海外新潮『英語青年』　２� 月号

（論文）���������	
����
���
�������
�����������������	��
��������『杏林大学外国語学部紀要』（１７：

２００５年　３�月）�����������

他大学出講等（平成１６年度）慶應義塾大学文学部「英語第Ⅱ」，慶應義塾大学通信教育学部「英文学」通信添

削

海外出張：２００３．０７―０８　リヨン（仏），ウィンチェスター（英）（�����学会発表およびアーサー王伝説復

興に関する臨時学会（��―）��������	
�����出席のため）

千野万里子助手

所属学会等：日本中国語学会会員，中国近世語学会会員

（出題と解説）「中検模擬問題にチャレンジ（　４�）」準　４�，　４� ，　３� 級（『中国語の環』６６：２００４年　３�月『中国語

の環』編集室編　日本中国語検定協会発行）���������

（出題と解説）「中検模擬問題にチャレンジ（　５�）」準　４�，　４� ，　３� 級（『中国語の環』６７：２００４年　８�月『中国語

の環』編集室編　日本中国語検定協会発行）����������

（出題と解説）「中検模擬問題にチャレンジ（　６�）」準　４�，　４� ，　３� 級（『中国語の環』６８：２００４年１２月『中国語

の環』編集室編　日本中国語検定協会発行）����������

（論文）「“没”について（Ⅰ）―唐詩に見える用例を中心に―」（『杏林大学外国語学部紀要』（１７：２００５年　３�

月）����������
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