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平成１８年度の外国語学部は学部改組を行い，新入生（１年次）より英語学科，東アジア言語学科，応用コ

ミュニケーション学科という３学科体制となった。「出口の見える大学」という目標を掲げて作られた新カ

リキュラムに基づき，１年生への「キャリア指導」という新たな教科科目を設置し，それに対応するクラス

編成が行われた。また，語学教育を全学年で中国語と英語を必修語学科目に設定し，本学独自の教育理論を

用いた中国語教育プログラム（CIC : Chinese for International Communication）および英語教育プログラム

（PEP : Practical English Program）と，卒業後の進路を早い段階で目標と設定し，その目標に向かって，大

学４年間の学業を進めていく自覚を育むことを目的とした「キャリア指導」という２つの柱を基盤教育とし

て１年次，２年次に設置した。この試みは，学部のスタッフが総力を挙げてカリキュラムの改革について議

論した上で行った実験的なカリキュラムである。新学科のカリキュラムは，今後の学生への効果を計りなが

ら，必要に応じて修正を加えつつ，４年間で完成年度を迎える年度に最も効果を上げるように臨むものと理

解されている。この学部体制の変化に伴い，スタッフ教員も補充され，その分，非常勤講師の人員削減が図

られた。

一方，外国語学科は３期目の卒業生を送り出す年であり，新３学科体制と併行して，垣根のない科目履修

を通じた，広い視野を踏まえた人間形成を目標としている。教育方法も充分に熟し，内容の濃い教育を施す

ことができたことは，資料１の卒業論文の題目に伺うことができる。

入試制度の見直しとして，廃止していた以前の地方入試のうち，静岡，新潟試験会場を復活させることが

決定された。これは入学センター設置以前に外国語学部が開発した地方の高等学校との繋がりを再び密にす

るための試みであった。また，３学科制に伴い，推薦入試において凡ての学科での推薦資格を評点平均を３．５

以上とし，質の高い受験生を確保した。

新体制と旧体制とが併行する年度が始まり，しばらくは二つの制度のもとで，教員および事務職員スタッ

フへの負担は大きいが，同時に，新たな体制を形づくって行くために，スタッフが総力を結集する年でもあ

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）運営関係その他の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）教務部関係

２，３，４年次生を担当する場合の教員スタッフの所属する外国語学科の専門群は，１年次生を担当する

場合の学科の所属とは必ずしも重なるものでなく，一見すると二枚貝的な体制と思われてしまう。例えば，

教員スタッフの所属は次のようになっている：

専攻Ｂ群（英語・英語研究）：赤井，稲垣，楠家，黒田，ペロケッティ，田中，遠山，豊田，原田，マ

クミラン，吉村，渡辺，伊藤，高木，岩本，倉林，谷口

専攻Ｃ群（中国語・中国研究）：小山，�，塚本，中村，千野，藤井
専攻Ｄ群（日本語・日本研究）：今泉，金田一，草場，清水，玉村，本田，嵐，鄭

専攻Ｅ群（国際観光・国際関係・地域圏研究）：岩崎，江戸，熊谷，鳥尾，木崎，野口，古本

教養：諏訪内，長谷川

これに対し，新学科体制におけるスタッフの所属は以下の通りである：

英語学科

英語ビジネスコミュニケーションコース：赤井，江戸，熊谷，遠山，高木
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英語教育コース：稲垣，諏訪内，田中，豊田，岩本，倉林，谷口（客員）

東アジア言語学科

日本語教育学コース：今泉，金田一，草場，清水，玉村，本田，嵐，鄭

中国語ビジネスコミュニケーションコース：小山，�，塚本，中村，千野，藤井（客員）
応用コミュニケーション学科

表現メディアコース：楠家，黒田，原田，パロケッティ，マクミラン，吉村，渡辺，伊藤，長谷川

観光文化コース：岩崎，鳥尾，木崎，古本，野口

このそれぞれに対し，３，４年次生は，所属するゼミナールの担当教員の所属群に属するものと理解され

ている。所属専攻群としてＢ群に属するゼミナール学生は３４７名（４５．０％），同様にＣ群は７２名（９．３％），Ｄ

群は１４０名（１８．２％），Ｅ群は１４１名（１８．３％）となっている。諸々の事情によってゼミナールを決定しない

学生は５２名いた。これは一見すると専攻群による偏りがあるように思われる。しかし，新学科では，最大専

攻群であるＢ群のスタッフが英語学科英語ビジネスコミュニケーションコースおよび英語教育コース，また

応用コミュニケーション学科表現メディアコースに分かれている。そのことによって，バランスのとれた学

生の配分になったとも解釈することが出来，外国語学科という１学科体制は既に３学科体制に移行しつつあ

ると見なすことも可能であった。３学科体制を必要とする基盤に沿った新体制であると言える。とはいえ，

資料１を見る時，外国語学科の卒業論文の題目が以下にバラエティに富んでいるかは明らかであり，１学科

体制の教育も，文字通り完成の域に達していたことが現れていた。

課題であった英語・英米研究分野でのゼミナール間の交流については，ゼミナールの代表者が行うプレゼ

ンテーション・コンテストが学園祭と春休み前の計二回にわたって企画され，各ゼミナールの特色を活かし

た研究発表が行われ，質の高い研究を目指すと同時に，異なるゼミナールの良さを認め，自分のゼミナール

との違いを認識することで，新たな研究態度が生まれることとなった。特に熊谷ゼミナールの研究発表は質

が高く，ビデオに録画して記録することも求められた。

入学試験を巡る状況は，前年に引き続き困難が見られたが，オープンキャンパスを始め，広報活動が広く

行われた。特に，前年度に引き続いて行われた「論文・翻訳コンテスト」は，『高校生新聞』誌上において

宣伝を行ったため，多くの応募が見られ，質の高い作品を送ってきた高校生には賞状と賞品を授与した。そ

の授与式の模様は『高校生新聞』にて報道された。また，外国学部のサイト上で模擬授業・出張講義の募集

を行い，サイトを経由しない入学センターへの直接の依頼と合わせて，高等学校への数件の出張講義を今年

度も行った。

平成１８年度の外国語学部教員スタッフによる公開講座，公開講演会も，数多く行われた，詳細はスタッフ

それぞれの年間業績を参照のこと（資料）。特に，大学広報・企画室を通じて，大学が置かれている地域の

住民を対象とした公開講演会，公開講座は以下のとおりである。

日付 講演題目 講師 場所

１０月１４日（土） ホテル選びのコツ：ホテルを知れば旅が２
倍楽しめる

岩� 公生 八王子市学園都市
センター

１１月６日（月） デンマークスタイル：生活・文化・日本と
の関係

遠山 菊夫 調布市文化会館

１１月１８日（土） 北欧神話のあしあとを訪ねて 伊藤 盡 八王子市学園都市
センター

１２月２日（土） 日本語おもしろ塾：摩訶不思議なことばの
世界

金田一秀穂 杏林大学三鷹キャ
ンパス
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１１月１０，１７，２４，
１２月１，８日
（各金曜）

シェイクスピアの世界（３）『マクベス』
に見る魔界と人間界（全５回）

川地美子元
外国語学部
教授

八王子市学園都市
センター

１０月４，１１，１８
日（各水曜）

『百喩経』を読む（全３回） 中村 信幸 八王子市学園都市
センター

なお，本年度から，インターンシップ委員会が教務委員会に組み込まれ，国内外のインターンシップにつ

いて管理を行う。これは「出口の見える大学」として，就業教育を進めていくため，インターンシップを必

修科目として設置したため，大学を挙げて，学生の研修先を確保することを目的とする。

本年度の国内インターンシップの実習先は，オークラフロンティアホテル海老名，（株）志正堂，（株）プ

リンスホテル，（株）ATB，東京プリンスホテル，三愛病院，行政書士米坪共同事務所，（株）三鈴，帝国ホ

テルおよび葛飾区観光計画実習であった。

２）学生部関係

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１８年度の学生生活に関する状況を要約する。

（１）学籍管理について

学科の新改組に伴い，今年度から新３学科と外国語学科が併存することとなった（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，他大学など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。成

績優秀者には学納金免除などの優遇措置を執っている。

（２）課外活動の指導

学生の課外活動であるクラブ，同好会（サークル）の概略については資料３を参照。今年度は，外国語学

部のスタッフが顧問を務める同好会が２つ新規に創設された。クラブの予算審査は厳しく行い，年度初めの

予算申請の際には，きめ細かい面接を行って，予算計画の指導を行っている。

部室の利用方法には職員と教員が協力して，適宜見回りを行い，事故や火災が起きないように指導をして

いる。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さらに増え，大学

キャンパス内全体での盛り上がりが増した。今年度は，職員・教員が杏園祭実行委員との連携を更に密接に

行い，計画や予算で無理がないかをチェックしながら指導に当たった。学外からミュージシャンを招聘する

際には，チケットの販売方法，多額の金銭の管理の仕方について，これまで以上に学生を指導する方針を固

めた。

年度末，卒業式後に催される教員を招いての謝恩会も，前年度までは同好会も含めて卒業生以外の学生を

多く参加させていたが，今年度は卒業生を中心とした催しへと様変わりした。一方，卒業生への記念品の選

択は，例年通り，学生部委員会の教員による話し合いで決められた。反面，卒業アルバムの製作は，これま

での教員主導型を改める機運が高まり，学生参加を促す方向へと転換しつつある。

一方，アメニティ委員会の発足に伴い，学生参加のキャンパスの活性化が図られた。具体的には年度内で

９回に亘って「杏林かたりば」と呼ばれる，学生と職員・教員による意見交換の場が設置された。これによ

り，キャンパス内で学生が過ごす時間をより心地よいものにするべく検討が行われた。

（３）福利厚生

平成１８年度の外国語学部学生による奨学金受給状況は資料４を参照。企業指定奨学金は増えてはいない。

５．外国語学部
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学生支援機構への応募は，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

いかも知れない。杏林大学奨学金の必要が出てくる背景はそこにある。

（４）その他

八王子キャンパスでは，毎年クリーン・キャンペーンを行い，キャンパス内を汚さないよう，学生に呼び

かけている。また，ボランティアとしてキャンペーンに参加した学生は口をそろえて「もっとキャンパスを

きれいしたい」と言っている。一方，喫煙マナーをはじめ，学内でのゴミや吸い殻を捨てる者も完全にはな

くなっていない。今後の指導を検討する必要もある。

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

道路に出て指導に当たった。

学生が犯罪に巻き込まれることもあり，そのための危機管理を学生に促すよう，特に独り暮らしの学生へ

のパンフレットも用意し，各学期の始まりのオリエンテーションで配布したり，通達したりしている。

３）教員の業績

平成１８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１９号（２００７）の資料（pp. 208－20）に基づき改訂されている。

平成１８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，准教授５３万円，講師５０万円である（大

学院担当者の加算分を除く）。

４）運営関係その他

平成１８年度は常置委員会が大幅に改編され，以下に挙げた組織により運営された。

学務委員会：委員長 鳥尾克二教授

人事・制度・危機管理・総合調整・自己点検 他５名

運営 委員長 金田一秀穂教授

（図書・紀要刊行）：委員長 熊谷文枝教授 他４名

（予算・機器管理）：１名

（同窓会）：委員長 楠家重敏教授 他２名

（２０周年記念）：１名

FD 委員長 原田範行教授

（教育・企画）：委員長 田中茂彦教授 他３名

（研究・地域交流）：委員長 遠山菊夫教授 他２名

（国際交流（留学・研修））：委員長 塚本尋教授 他３名

（中長期（認証評価含む））：委員長 原田範行教授 他１名

教務委員会：委員長 赤井孝雄教授

教務 委員長 赤井孝雄教授 他７名

IT 委員長 本田弘之教授 他４名

インターンシップ 委員長 岩崎公生 他２名

学生委員会：委員長 黒田有子教授

学生 委員長 （アメニティ・杏園祭・親睦会・卒業アルバム含む）黒田有子教授 他７名

就職 委員長 小山三郎教授
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入試委員会：委員長 小山三郎教授

入試企画・実施 委員長 楠家重敏教授

広報 委員長 （JECを含む） 稲垣大輔教授 他７名

AO入試 委員長 小山三郎教授 他２名

なお，この他に，大学自己評価委員，大学評議員，入学センター調整委員，国際交流センター交流委員，

セクシャル・ハラスメント相談員，学園ホームページ委員，『杏林大学の現況』作成委員，教職委員，八王

子キャンパスアメニティ委員，地域交流委員，付属研究所などの創設検討委員，認証評価準備委員，英文パ

ンフレット委員が設けられ，活動している。

教育・企画では，杏林大学外国語学部による教科書の作成が企画・刊行されている。また，国際交流（留

学・研修）については，資料６を参照。本年度の海外留学・研修を行った学生は７７名である。

FD委員会により，これまで有志による研究会として活動してきた Academiaは今年度から FD委員会の

管轄として開催されることになった。研究発表題目については資料７を参照。

FD委員会は，また，キャリアサポートセンターと協力して，「キャリア・シンポジウム」を開催。卒業

生で既に各界で活躍している人物を招聘し，学部生の前でトーク，ディスカッション，質疑応答，面接など

を行った。これは学部学生にとって大いに刺激になったと思われ，今後も開催することが決定された。

資料１

卒業論文題目

鳥尾克二ゼミナール

荒井めぐみ 「顧客満足から今後のサービスのあり方を考える」

内田裕美子 「理想の観光地」

加治佐 斉 ‘National Basketball Association’

輿 愛子 「世界遺産登録を目指す松本城に関する考察」

齋藤 啓介 「日本及び台湾の観光政策の現状と全ての人が利用し易い交通システム考察」

清水 啓太 「横浜の開港における文化・交通の発展について」

清水 里美 「日米流行比較論」

木村 友哉 「駿河の国観光活性化―富士山周辺の文化体験―」

佐藤 岳彦 「茶道文化によるマスツーリズム脱却論―茶道での持続可能な観光―」

下川 徹 「観光立国を目指す日本」

土橋 美佳 「日本人の観光地」

早福 健太 「安らぎの観光都市・新潟市」

樋口 志郎 「魅力あふれる観光立県“千葉”」

藤代由香里 「観光振興と地域社会」

福島かおり 「ホテル―今東京のホテルが熱い―」

保志枝里子 「日本のインバウンドツーリズム考察」

安形 直也 「地域密着型スポーツクラブ」

湯浅 真澄 「日本のおもてなしの心」

若見 奈央 「サービスにおける人の役割」

渡邊 春菜 「長野ファンを作る」

５．外国語学部
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赤井孝雄ゼミナール

栗本 真美 「イギリス式ライフワーク」

小溝 幸雄 「シャーロック・ホームズ」の推理力

橋本 哲也 「英国ホテル産業」

広町 順平 「情報機関―イギリスとアメリカ」

稲垣大輔ゼミナール

岩本 稔 “There Syntax”

岡澤 祐紀 “A Study of Cleft Sentences in English”

廣井 一貴 “A Study of English Middle Constructions”

美尾 雄飛 “Transformation and Composition by Adjectives”

今泉喜一ゼミナール

傲 登 「日本語の擬声語・擬態語のモンゴル語との対照研究」

王 楽洋 「日本語と中国語の文法比較対照―反語，自問と言語表現意識について―」

王 � 「“そうだ”“ようだ”“みたいだ”“らしい”の相違と中国語への訳し方」

高 紅 「日本語男女差の分析―終助詞を中心として―」

金 海丹 「中国朝鮮族における日本語教育の課題」

井上 美佳 「日本語のオノマトペについて」

王 � 「外国人研修生実習制度の理想と現実」

劉 迪 「地域，ジェンダー，年齢による日本語の差異」

劉 万佳 「日本語の“のだ”文と中国語の“（是）…的”構文の対照研究」

岩�公生ゼミナール
荒沢奈々恵 「川越市の観光産業におけるニュービジネスに関する研究」

飯島 岳志 「ケアンズの観光とまちづくり」

飯塚 謙次 「静岡県熱海市の温泉観光に関する研究～短期滞在型から中期滞在型への取り組み～」

大原 仁志 「食によるまちおこしとその課題～ラーメンによる八王子のまちおこし～」

向後沙耶加 「観光立国八王寺の実現に向けた観光まちづくりへの提言～千葉県成田市の観光政策を

事例に～」

坂本智津子 「富士山を世界遺産に～世界遺産登録への道のりとその問題点～」

佐藤 美羽 「日本プロ野球界が抱える課題解決策としての観光視点からの地域交流」

柴田 祐太 「屋久島に学ぶ三宅島再生のためのネイチャーツーリズム」

高橋 綾一 「ウォーターフロントからの八王子まちづくり～人々が訪れる浅川を目指して」

田中遼太郎 「広島県の産業遺産観光について」

古田なつ実 「他地域に学ぶ『信州中野商店街の活性化』」

増田 彩香 「千葉県佐原市における空間形成によるまちづくり」

宮本 明仁 「秩父に見る観光発展～秩父札所を中心に～」

山口璃恵子 「千葉県君津市清和地域の活性化について」

横川 亮平 「地域密着による B & Bスタイル旅館の事業化提案」

和田 直子 「世界遺産に学ぶ観光まちづくりと持続性の確保の研究」
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江戸淳子ゼミナール

小倉 陵平 「オーストラリアの先住民アボリジニ：アボリジニの伝統的ライフスタイル」

飯岡 優美 「オーストラリア・アボリジニ：その神話と精神世界」

真島 知子 「オーストラリア・アボリジニの世界：アボリジニの暮らしと生活」

草場 裕ゼミナール

許 春花 「会話中の“ていう”の形」

孫 岳 「“ん”に変化する助詞たち」

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 Bon Jovi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

高橋 慎 “Tourists Resorts in the U.S.A. and Japan”

増井 亮子 “Disney World in the U.S.A. and Japan”

松本 翼 “Social Isolation of the Disabled in the U.S.A. and Japan”

宮本 和子 “Auto Industry in the U.S.A. and Japan”

渡部 尋貴 “Mass Tourism in the U.S.A. and Japan”

黒田有子ゼミナール

大塚 征己 「ベトナム戦争と枯葉剤」

加藤慎太郎 「アメリカの食文化」

柴田 雄介 「黒人差別の悲劇の歴史」

菅原 啓太 「９．１１がアメリカ外交に与えた影響」

鶴 崇慶 「アメリカ人の肥満問題」

張 � 「アメリカの人種問題について：アメリカ黒人の奮闘の歴史」

谷治 大輔 「アメリカのベースボール：そのルーツを探る」

村田 有美 「The Beatlesからのメッセージ」

小山三郎ゼミナール

峰 純史 「日中関係の過去，現在，未来」

５．外国語学部
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� 満江ゼミナール

秋山 真里 「兵馬俑が語る秦の時代」

落合 久代 「偉大なる文人・蘇軾」

梶原 彰子 「アジアにおけるディズニーランド経営戦略」

鈴木 豪 「宦官の人格形成―宦官は本当に悪なのか―」

竹田麻佑子 「海ひとつ！中国の食・茶・言語の歴史」

土橋 桃子 「詩の発生と古代中国の恋愛」

日向 智美 「中国の怪奇物語について」

丸山 朋子 「ポジティブ自由人・蘇東坡」

矢口 果奈 「中国の歳時」

山口 典子 「長恨歌の魅力について」

田中茂彦ゼミナール

鈴木 佳乃 「イングランド北部の地域訛」

玉村禎郎ゼミナール

池 承熙 「韓国人の日本語学習における複合動詞について」

謝 � 「語と語彙―現代漢語語彙を中心に―」

塚本 尋ゼミナール

黒川 優 「魔女の逸話」

齊藤 希 「中国の家庭料理について」

肖 瀟 「友好姉妹都市，承徳・高崎・柏―中日関係の発展に貢献する民間交流―」

曹 華 「日中人名文化の比較」

田島 麗 「高齢化社会に対応する福祉サービス―寝たきり老人を支える―」

古屋明日香 「中国黄土高原における住居と風土」

三好理恵子 「高等学校における中国語教育について」

村田 瑠欣 「今後の日本社会―女性の社会進出―」

豊田ひろ子ゼミナール

池田 知代 「小学校における異文化理解教育」

塚田 仁美 「不登校の実態と支援策」

ファン・ダット・ゴック・ガー

「日本人の和製英語」

中村信幸ゼミナール

浪江 美紀 「タイの言語と文化について」

林 幸平 「曹操について」

趙 岩 「中日文化の交流と発展」

陳 亮 「反日運動からみた日中関係の変化」

鄭 麗君 「いま只今の禅」
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原田範行ゼミナール

石井 晃敬 “A Cultural Study of ‘Queen’ : Music, Influences, and Heritage”

石崎万由子 “A Study of the History and Popularity of the Royal Ballet in Britain”

石山 有佳 “A Study of British Modern Dance : Its History and Popularity”

伊藤 舞 “A Study of the History of Tartan and Scottish Identity”

小澤 直 “A Study of the Influence of British and American Novels upon Hayao Miyazaki’s World”

海藤めぐみ “A Study of Diana W. Jones’s Novels : Their Characterization, Description, and Influ-

ences from English Literature”

菊池 大輔 “A Comparative Study of Railway in Britain and Japan : Cars, Stations, Service, and Cul-

ture”

倉田謙一郎 “A Comparative Study of the Relationship between Media and Football : Britain and Ja-

pan”

小松 千賀 “A Cultural Study of the History and Symbolism of Gargoyle”

清水 陽子 “A Study of the Popularity of Edward Elgar’s ‘Pompous and Circumstances’”

春原さつき “A Study of Literary Topics and Style of Thomas Hardy’s Poetry”

関澤 圭子 “A Comparative Study of Signboards in Britain and Japan”

竹村 樹里 “An Etymological Study of Hospitality and Its Historical Background in Europe”

田中 瞬 “A Comparative Study of the Sense of Nature in Peter Rabbits and Harry Potter”

沼本 由佳 “A Study of Wedding Dress and British Culture in the Nineteenth Century”

福澤 美夏 “A Comparative Study of Tea in Britain and Japan : Its Effects, Popularity, and Culture”

福田 美冴 “A Study of Victorian Jewellery : Symbolism, Charms, and Popularity”

馬 瀟 “A Comparative Study of J.K. Rowling’s Harry Potter in China and Japan”

最上 恵吏 “A Comparative Study of the History and Development of Shopping Centres in Britain

and Japan”

八木 裕美 “A Study of People’s View of Landscape and Townscape in Modern Britain”

渡邊 江美 “A Study of Enigmas in Gustav Holst’s Life and Music”

JoAnn Parochettiゼミナール

保坂奈津子 “Soccer : The Game, the Players, and the Business”

傅 蕾 “Asian Homes : Interior Decoration & Architecture”

馮 茘 “Hello Kitty : The Concept of Cute in Japan and China”

本田弘之ゼミナール

板垣 理絵 「欧米文化と日本文化の分岐点」

賀 雪蓮 「日本人の言語生活について」

金 銀美 「日韓の動物のイメージ」

黄 暁清 「１９７０・８０年代の郷土文学から見た台湾像」

ピーター・マクミランゼミナール

川島 孝寛 “Chicken”

塙 佑紀 “Fantastic World ～Yuki Hanawa’s World～”

堀内 美歩 “Natural Creates”

王 菲 “English Translation of the Poems of the 100 Poets”

５．外国語学部
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陳 慧佼 “My Poems”

吉村ケイ子ゼミナール

相原 尚子 「イメージによって創造された HULA」

今井 恵子 「音楽を超えて―Stevie Wonder」

表 由子・小高 夕佳

「少年の逃亡」

大屋裕美・佐藤かすみ

「Big Boy Leaves Home」

久米麻祐子 「Crank―自己主張の世界」

守田 理夏 「制服と Hospitalityから見るアメリカの女性客室乗務員」

吉野ひとみ 「Gay Tourism」

渡辺光恵ゼミナール

朝倉新太郎 「日本において敵対的買収は定着しない」

石川 公祐 「日本では喫煙を全面禁止するべきだ」

宇田川詩織 「小学校では英語を必修化すべきでない」

景山 健 「日本における難民及び庇護申請者への就労支援には Healthy Financial Cycleを導入す

べきだ」

金 英爛 「日本人は在日朝鮮人の人権を尊重するべきだ！」

後上 卓也 「年金制度を緊急に改正すべきである」

阪本 弘明 「次世代の低公害車の主役はディーゼルエンジン自動車である」

清水 友徳 「日本人がスーツを手放す日はこない」

尚 頴 「安楽死を認めてはいけない」

白木 学 「日本の野球にＪリーグのノウハウを取り入れるべきである」

難波 静香 「義務教育に読書の時間をもうけるべきである」

松嶋 沙世 「いじめ撲滅対策として学校教育法を改正すべきである」

柳井 望 「日本人の学力向上のためには，受験の波及効果を利用すべきだ」

李 文鵬 「旧日本軍が中国に遺棄した科学兵器を日本は緊急に処理すべきだ」

伊藤 盡ゼミナール

小熊 祥子 「“鹿島アントラーズの魅力”について」

北 知代 「竜とドラゴン」

米田 翼 「礼儀作法の根源」

谷 明政 「フリークスの魅力について」

野口美千代 “Chocolate : The Taste is Mysterious and Artistic”（In Japanese）

藤巻 純子 「映画『評決のとき』」

星野 和也 「借金苦による自殺者の急増の原因と対策」

前田 絵美 「吸血鬼―Vampire」

高木眞佐子ゼミナール

植竹 愛 「ONE LOVE―レゲエで伝えるメッセージ」（“One Love : The Message from Reggae”）

北澤さくら 「ワーグナーと《ローエングリン》―《ローエングリン》を作った時のワーグナーの心
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情とは」（“Wagner and Lohengrin : Feelings of Wagner When He Created Lohengrin”）

鈴木 哲也 「『ヴィヨンの妻』に見る人生観―太宰治がその生涯をかけて追い求めたもの」（“What

Osamu Dazai Looked for in his Life : A Viewpoint in The Wife of Villon”）

林 友里 「サッカー３つの起源説―蹴鞠はサッカーの起源といえるのか」（“The Three Hypothe-

ses of the Origin of Succor : Was Kemari the Origin?”）

藤村 美穂 「西洋の貴族文化：１８世紀後半の英国貴族と仏貴族」（“Western Noble Culture : Aristo-

crats in England and France of the Late 18th Century”）

本橋 直人 「新しい試み―私的ミサ導入―ヨハネ・パウロ II世が私的ミサにお客を招いた理由」

（“Innovation of the Private Mass : Pope John II Invites Some Believers to the Private

Mass”）

山口 明子 「偉大な作家―ケネス・グレアムはビアトリクス・ポターに影響を受けたのか」（“Great

Authors : Did Beatrix Potter Influence on Kenneth Grahame?”）

長谷川弘子ゼミナール

田代 知美 「ドイツと日本における環境問題に対する意識の違い」

辻 祐一 「映画『ブラザーズ・グリム』でグリム童話のどんな作品が使われているか」

土屋 孝恵 「日本人的色彩論」

豊崎木綿香 「ディズニー長編アニメーションの白雪姫には，原作・グリム童話とどのような違いが

見られるか？」

福森 暁 「スピード論」

茂木沙都実 「ムーミンの物語におけるムーミンパパとムーミンママの存在意義」

渡邊 真理 「野菜博士への道～じゃがいもの旅～」

古本泰之ゼミナール

浅井 優香 「非正規社員が主となるサービスの“質”向上への取り組みについて―飲食店Ａの事例

をもとに―」

篠田 愛 「八王子市観光資源の再構築―学生の視点から―」

鄭 伊 「台湾・北投温泉における観光地形成」

鳥羽 智史 「群馬県新治村における“民謡”による観光地振興」

増山 心平 「八王子市における夜景景観の観光利用」

村松 五月 「市場からみたウェディングプランの現状と方向性」

吉原 恵菜 「東京ディズニーランドへのリピート訪問の動機―メディアにおける表現の分析―」

林 彦 「台湾人若年層における東京観光の動向」
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資料２

学生数

＜外国語学部＞ （ ）留学生 ２００７．３．１現在
学年 学科名 セメスタ－ 定員 男子 留学生 女子 留学生 計 留学生 備考

１

英語学科
第１ ０ （０） ０ （０） ０ （０）
第２ ５０ （０） ５５ （０）１０５ （０）
小計 １１０ ５０ （０） ５５ （０）１０５ （０）

東アジア言語学科
第１ ０ （０） ０ （０） ０ （０）
第２ ２５ （５） ２８ （４） ５３ （９）
小計 ７０ ２５ （５） ２８ （４） ５３ （９）

応用コミュニケー
ション学科

第１ ２ （２） １ （１） ３ （３）
第２ ３３ （４） ６８ （２）１０１ （６）
小計 １１０ ３５ （６） ６９ （３）１０４ （９）

外国語学科
第１ ０ （０） ０ （０） ０ （０）
第２ ３ （２） ０ （０） ３ （２）
小計 ３ （２） ０ （０） ３ （２）

計 ２９０ １１３ （１３） １５２ （７）２６５ （２０）

２

英語学科
第３ ０ （０）
第４ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

東アジア言語学科
第３ ０ （０）
第４ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

応用コミュニケー
ション学科

第３ ０ （０）
第４ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

外国語学科
第３ ５ （３） ６ （５） １１ （８）
第４ １６５ （１７） １７３ （２９）３３８ （４６）
小計 ２９０ １７０ （２０） １７９ （３４）３４９ （５４）

計 ２９０ １７０ （２０） １７９ （３４）３４９ （５４）

３

英語学科
第５ ０ （０）
第６ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

東アジア言語学科
第５ ０ （０）
第６ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

応用コミュニケー
ション学科

第５ ０ （０）
第６ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

外国語学科
第５ ２１ （６） ３１ （２６） ５２ （３２）
第６ １２９ （１１） １７８ （３２）３０７ （４３）
小計 ３３５ １５０ （１７） ２０９ （５８）３５９ （７５）

計 ３３５ １５０ （１７） ２０９ （５８）３５９ （７５）

４

英語学科
第７ ０ （０）
第８ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

東アジア言語学科
第７ ０ （０）
第８ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

応用コミュニケー
ション学科

第７ ０ （０）
第８ ０ （０）
小計 ０ （０） ０ （０） ０ （０）

外国語学科
第７ ２２ （８） ２５ （１６） ４７ （２４）
第８ １２８ （１６） ２３２ （３５）３６０ （５１）
小計 ３３５ １５０ （２４） ２５７ （５１）４０７ （７５）

計 ３３５ １５０ （２４） ２５７ （５１）４０７ （７５）
英 語 学 科 １１０ ５０ （０） ５５ （０）１０５ （０）
東アジア言語学科 ７０ ２５ （５） ２８ （４） ５３ （９）
応用コミュニケーション学科 １１０ ３５ （６） ６９ （３）１０４ （９）
外 国 語 学 科 ９６０ ４７３ （６３） ６４５（１４３）１１１８（２０６）
合 計 １２５０ ５８３ （７４） ７９７（１５０）１３８０（２２４）留学生（ ）は，内数
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資料３ 平成１８年度 クラブ・同好会一覧

同好会 敬称略

クラブ名 顧 問 学 生 代 表 備 考

１ スピリッツ（バスケ） 外 楠家 重敏 外２ 松崎 心路

２ トライアンフアルペンスキー部 総 原田奈々子 外２ 松本 佳子

３ WHITE FOX（軟式野球） 外 黒田 有子 総２ 鈴木 良介

４ アスレチックサークル FEEL 総 渡辺 剛 総２ 高秀 啓

５ Vorce（バレーボール） 総 原田奈々子 総２ 齊藤 隆浩

６ Slave to the Rhythm 外 伊藤 盡 総２ 山下 航平

７ ESSK 外 遠山 菊夫 外２ 堀 宙

８ チーム FFOA 外 倉林 秀男 総１ 押田健太郎 新規設立

９ OZ（オズ） 外 古本 泰之 外２ 稲野辺信人 新規設立

１０ 投資サークル 総 田中 信弘 総３ 中村 勇介 新規設立

クラブ名 ☆学年は１８年３月現在 敬称略

クラブ名 顧 問 学 生 代 表 備 考

１ 情報メディア研究会 総 武田 耕一 保２ 梶本めぐみ

２ 軽音楽部 外 長谷川弘子 総２ 青戸 康

３ 吹奏楽部 総 大山 徹 外２ 茂木 則幸

４ 写真部 保 岸 邦和 総２ 岩渕 茂宏

５ 杏林書道会 外 中村 信幸 外１ 田野倉美和

６ 探訪部「ALK」 外 原田 範行 保２ 関口 修平

７ アートクラブ 総 吉竹 広次 総３ 松下 浩二

８ 柔道部 保 下川 哲徳 総２ 原 卓史

９ 男子バレーボール部 保 山本 外憲 総１ 根本 忠春

１０ 剣道部 総 大山 徹 総３ 山� 瞬

１１ ラグビーフットボール部 総 高坂 宏一 総３ 渡辺 哲哉

１２ 硬式庭球部 総 舟橋 哲 総２ 片見 友則

１３ 軟式野球部 総 西 孝 外３ 白木 学

１４ 硬式野球部 総 内藤 高雄 総３ 加藤 真人

１５ ベーシックスキー部 外 高木眞佐子 総３ 米山 善夫

１６ サッカー部 総 青木 健 総２ 日暮 晃一

１７ ソフトボール部 総 進邦 徹夫 総１ 山野 祐輝

１８ ハンドボール部 外 稲垣 大輔 総２ 野口 大樹

１９ アメリカンフットボール部 総 北島 勉 外２ 石飛紹子→辻元秀真 ６・１５～

２０ バドミントン部 総 阿久澤利明 外１ 大熊 幹子

２１ 女子バレーボール部 保 田村 �志 保１ 宮本亜衣子

２２ 男子バスケットボール部 外 � 満江 外１ 有田 祐記

２３ 端艇部 保 下川 哲徳 外２ 平井 智幸

２４ ライフセービング部 外 田中 茂彦 保２ 田中 康喜

２５ チアリーディング部 外 渡辺 光恵 保１ 石川 歩美

２６ 少林寺拳法部 総 武内 成 総２ 上原 良介

２７ 自転車部 外 金田一秀穂 総２ 佐藤 亜曇

２８ アウトドア部 外 本田 弘之 外２ 大高 宏文

５．外国語学部
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資料４

奨学生・奨学金 学生数

杏林大学奨学生 ８

日本学生支援機構第１種 ９０

日本学生支援機構第２種 １７３

あしなが育英会 １

福島県奨学金 １

岐阜県奨学金 １

青森県奨学金 １

毎日新聞奨学生 １

合計 ２７６
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資料５ 専任教員の活動業績および所属学会

鳥尾 克二

所属学会：日本国際観光学会，日本観光研究学会

稲垣 大輔

所属学会：（国内）日本英語学会，日本英文学会，筑波英語学会（国外）Linguistic Society of America

著書・論文・研究発表など：

２００７．０３（論文）“Topic Wa in Japanese,” Kyorin University Review, vol. 19, pp. 1―29，（『杏林大学外国語学

部紀要』第１９号）

他大学出講（平成１７年度）：横浜国立大学「英語実習 1W」「英語 II」「英語 III」

海外出張：２００５．０８―０９ 杏林大学オックスフォード英語研修引率

今泉 喜一

所属学会：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・研究発表など：

２００７．０３（研究ノート）「日本語構造伝達文法（１３）―『発展Ｂ』の内容について―」『杏林大学外国語学部

紀要』第１９号（２００７）pp. 31―32.

岩� 公生

所属学会：日本国際観光学会，日本観光研究学会，日本ホテル産業教育者グループ（JHP）

著書・論文・研究発表など：

２００６．０４（講演）「魅力ある学園都市づくりにおける学生の役割とは」 ４月１３日 八王子プロバスクラブ

主催「生涯学習サロンシンポジウム」 於八王子エルシー

２００６．０４（記事）「新しい時代を迎えた日本のホテル産業～ホテルのブランド戦略」『週間ホテルレストラ

ン』２００６年４月２１日号 pp. 80―82

２００６．１０（講演）「ホテル選びのコツ～ホテルを知れば旅が２倍楽しめる」 杏林大学公開講演会１０月１４日

於八王子市学園都市センター

２００６．１２（講演）「観光立国政策のインパクト」杏林大学外国語学部公開アカデミア１２月１３日

２００６．１２（岩�公生ゼミ研究発表）「はち袋で伝える八王子らしさ」八王子市主催第２回「学生と市長との
ふれあいトーク」於八王子市学園都市センター（優秀賞受賞）

江戸 淳子

所属学会等：文部科学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）日本文化人類学会，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）Pacific History Association, European Society for Oceanists

２００６．０６（発表）「カナク・ナショナリズムの分析：ニューカレドニア独立運動にみるカナク・ネーション

探求において」日本文化人類学会（東京大学）

２００６．０８―０９（現地調査）文部科学省科研によるニューカレドニアのカナクの文化的アイデンティティ調査

２００６．１２（発表）‘Interface of Kanak Boundary in New Caledonia : How Hybridity is Positioned in the Para-

digm of Ethnicity and Culture?’ Pacific History Association.（Dunedin）

２００６．１２（現地調査）文部科学省科研によるニュージーランドのマオリの文化的アイデンティティ：ニュー

５．外国語学部
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カレドニアのカナクとの比較調査

２００６．０３ （発表）「カナク・アイデンティティ闘争の戦略にみる社会主義」日本オセアニア学会（東海大学）

草場 裕

所属学会：日本語学会

２００６．０３ （出演・朗読）詩“L’eau et des Déchet”「水とゴミ」（仏語・日）（フランス Clermont―Ferrand（ク

レルモン―フェラン）市テレビの Video―Formes国際芸術祭インタビューにて）

２００６．０４（共著）絵本『福沢諭吉』（にっけん教育出版社）

２００７．０２（出演・朗読）詩「木々の声」横浜市 Zaimギャラリーにおける武蔵野美術大学メディア藝術展

「リ：メルト」のインスタレーション『木のエスプリ、ゴミのエスプリ』にて）

楠家 重敏

日本大学史学会，日本古文書学会，日本英学史学会，日本仏学史学会

著書・論文・研究発表等：

２００６．０５（記事）「日記をのぞく アーネスト・サトウ『サトウ日記�』」日本経済新聞 ２００６年５月１４日号

２００７．０１（記事）「新刊紹介 滑川明彦『ことばと文化 ―随想選』（私家版 ０６．１０）」『日本英学史学会会

報』No. 111．

熊谷 文枝

所属学会：（国内）日本社会学会；日本家族社会学会；SIETAR : Society for Inter―cultural Education, Teach-

ing, and Research（異文化間コミュニケーション学会）；US―Japan Educational Commission（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など。（国外）International

Sociological Association（国際社会学会）；American Sociological Association（アメリカ社会学会）；Na-

tional Council on Family Relations（全米家族問題研究協議会）；Editorial Board of the Journal of Com-

parative Family Studies, Editorial Board of the Current Sociology（An official journal of the International

Sociological Association）, Editorial Board of Annual Editions : Social Problems of McGraw Hill―Dushkin

Publishing, Referee for the Journal of Marriage and Families, Referee for the Family Relations, Referee

for the Journal of Comparative Family Studiesなど。

著書・論文・研究発表等：

２００６．０４（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―NFRJ03データに基

づいて」，１３７―１４９頁，『第２回家族についての全国調査（NFRJ03）第２次報告書 No. 2―親子，きょう

だい，サポートネットワーク』澤口恵一・神原文子（編）日本家族社会学会・全国家族調査委員会。

２００６．０４（スウェーデン教育テレビ２回シリーズ特集番組出演 in English）Swedish Educational TV Special

Program on “Aging Society and IT―Robotics in Japan” #1 : “Elderly Care and Robotics.”

２００６．０４（スウェーデン教育テレビ２回シリーズ特集番組出演 in English）Swedish Educational TV Special

Program on “Aging Society and IT―Robotics in Japan” #2 : “Japanese Family and the Elderly）．

２００６．０５（記事）「CRV（Catch the Real Voice of the students）システムを活用して」http : //www.kyorin―u.

ac.jp/univ/user/health/pathology/crv/ crv_teacher07.html，『大学教育新聞』にも掲載される（９月）。

２００６．０６（発表）杏林大・外語 ACADEMIA報告「CRVシステム活用の一例：「アメリカ社会論」講義の

場合」

２００６．０７（論文）「熟年離婚の正しい理解へ向けて」完成。『団塊の世代へエールを送る』の第１章予定

２００６．０７（研究）「大学で学ぶ「アメリカ社会論」」，pp. 16―20，『私たちは外国語学部です―新・学問のす

すめ―』杏林大学外国語学部
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２００６．０７（Organizer and Chair）Session 9 : Demography and the Family, Research Committee（RC）06, of

the International Sociological Association, the XVth World Congress of Sociology held in Durban, South

Africa.

２００６．０７（Panelist）Delivered paper on “The Fallacy of Late―Life Divorce in Japan,” for the Session 9 : De-

mography and the Family, Research Committee（RC）06, of the International Sociological Association, the

XVth World Congress of Sociology held in Durban, South Africa.

２００６．０８（ウェッブ記事）「南アフリカ社会の混沌」『杏林大・あんず NET』，http : //www1.kyorin―u.ac.jp/.

２００６．０８（Review）Reviewed the materials for the Nomination to the Academia Sinica Institutional Investiga-

torship Award, Taipei, Taiwan.

２００６．０９（Review）Reviewed the article on “Gender and Marital Happiness in Japan” for the Journal of Com-

parative Family Studies .

２００６．１０（Article）“The Fallacy of Late―Life Divorce in Japan,” pp. 123―134 in Care Management Journals :

Journal of Case Management and The Journal of Long Term Home Health Carey, vol. 7, Number 3. New

York : Springer Publishing Company.

２００６．１０（A completed book―manuscript in English completed.）Families in Japan : Changes, Continuities,

and Regional Variations（Introduction + 6 Chapters）. Will be published through University Press of

America, in the U.S.A.（February 2008）.

２００６．１１（NHKCh.3教育テレビ・コメンター）「世界の高齢者」

２００７．０１（発表）杏林大・外語 ACADEMIA報告「地域社会の国際的人材育成を目指して―コミュニケー

ション力養成を重視した試み―」，『平成１９年度現代的ニーズ取組支援プログラム申請計画書地域活性化

への貢献（地域型）』

２００７．０３（Article）“Family Violence and Conflict in Japan over the Life Course,” Kyorin University Review ,

vol. 19, pp. 33―47.

黒田 有子

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：

２００７．０２（論文）「市場をめぐる直線と円環：１９世紀アメリカの文学状況」『杏林大学研究報告―教養部

門―』第２４巻 pp. 95―104.

小山 三郎

所属学会：アジア政経学会等

著書・論文・研究発表等：

２００６．１１（研究発表）「中台二つの『苦恋』の政治的背景」第４回台湾映画シンポジウム（共催：早稲田大

学台湾研究所 交流協会２００６年度研究プロジェクト 台湾資料センター）１１月１日 於早稲田大学学

生会館

２００６．１２（記事）「統戦工作下のなかの台湾映画―『苦恋』について」『アジア遊学』９４号，２００６年１２月号，

pp. 144―153.

２００７．０３（論文）「『自由中国』知識人の政治と文学―彼らの批判的文学精神について」『杏林大学外国語学

部紀要』第１９号，pp. 49―64.

他大学出講（平成１８年度）：放送大学「比較政治Ⅱ」

５．外国語学部

157― ―



清水 邦子

所属学会：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

所属学会：日本教育学会，教育哲学会，比較教育学会，ヒトの教育の会，新渡戸稲造会

著書・論文・研究発表等：

２００６．６（共著）『廣池千九郎の行迹７７篇』モラロジー研究所，１，３，４，７，１４，２２，２５，４８，６６，７３，７４．

２００６．９（発表）「トマス・アクィナスの character説」（モラロジー研究所）

２００７．１（発表）「教師の倫理―日本の教師観の変遷と現代の課題―」（モラロジー研究所）

２００７．３（論文）「学生のレポート・試験答案に見られる漢字の誤り」『杏林大学研究報告』第２４巻，pp. 11―

32

他機関出講（平成１８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，麗澤大学「教職総合演習」

� 満江

所属学会：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（平成１８年

度幹事） 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：

２００６．１０（司会）講演題目「中国古典籍の流通について」慶應義塾大学斯道文庫助教授 高橋 智，中唐文

学会第１７回大会（１０月６日） 於杏林大学

２００７．０３（論文）「閨怨詩の寄託と李商隠恋愛詩の解釈」『杏林大学外国語学部紀要』第１９号，pp. 1―11.

２００７．０３（共著）『中国語レッスン７０』晃洋書房，151p．

他大学出講（平成１８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「中国語基礎級」

田中 茂彦

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

ternational Phonetic Association

他大学出講（平成１８年度）：明治大学商学部「英語講読 I・II」「口語英語 I・II」「基礎英語 I・II」

玉村 禎郎

所属学会等：（国内）（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，訓点語学会など（海外）韓国日本語教育学会（理事）

著書・論文・講演等

２００６．１２（論文）「『善悪』の副詞用法の発生―近代語への歩み―」 近代語学会編『近代語研究』第１３集，

武蔵野書院，１７―３１頁

２００７．０１（事典）『日本語学研究事典』明治書院（分担執筆）

２００７．０３（論文）「語種から見た『体の類 自然物および自然現象』に属する語彙―現代日本語の基本語の

研究（５）―」『杏林大学外国語学部紀要』第１９号，６５―８１頁

２００６．０５（講演）「日本語教育と国語教育」（於 京大会館）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

２００６．０９（講演）「近・現代語の形成」（於 京大会館）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

２００７．０２（講演）「誤用例研究」（於 京大会館）京都国際文化協会主催，京都市共催，国際交流基金・京都
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府後援

豊田 ひろ子

所属学会：（国内）日本カナダ学会，語学教育研究所，上智大学国際情報研究所，J―SHINE，日本英語検定

協会など（国外）American Association for Applied Linguisticsなど

著書・論文・研究発表等

２００６．０６（論文）「家庭における幼児の英語学習教材の活用とその効果に関する研究」ARCLE REVIEW

No.1, pp. 82―93.

２００６．０９（講演）「小学校英語の動向」『児童英語教師養成セミナー』（於八王子クリエイトホール）

２００６．１０（論文・研究発表）「幼児英語学習教材使用モニター分析調査報告書」Benesse幼児教育カンパニ

ー（於 Benesse神保町オフィス）

２００７．０２ （論文・研究発表）「幼児英語学習教材使用モニター分析調査報告書：前期と中期の比較」Benesse

幼児教育カンパニー（於 Benesse神保町オフィス）

２００７．０２（論文・共著）豊田ひろ子，海崎百合子「児童英語教師養成の試み：英語活動を通して初めて子ど

もと関わった大学生に関する事例研究」『杏林大学研究報告―教養部門』第２４巻，pp. 55―59.

２００７．０３（論文）「幼児英語学習教材の効果に関する事例研究報告書」Benesse ECF開発／幼児教育カンパ

ニー

２００７．０３（論文）「児童英語教師養成の試み：『児童英語教育講座２００６』の事例報告」『杏林大学外国語学部

紀要』第１９号，pp. 91―103.

他大学出講（平成１８年度）：東京外国語大学「英語」

ボランティア活動（平成１８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」

研修会企画実施：外国語学部主催「児童英語教師養成セミナー」（２００６年９月１７日於八王子クリエイトホー

ル）

研修会引率出向：アルク「J―SHINEセミナー」（２００６年１１月２１日２２日於国際教育会館）

中村 信幸

所属学会：（国内）日本中国語学会，日本中国学会，日本印度仏教学会，中国語教育学会

著書等：

２００７．０３（共著）『中国語レッスン７０』晃洋書房

原田 範行

所属学会等：（国内）日本英文学会（大会準備委員），日本英文学会関東支部（理事），日本１８世紀学会，日

本ジョンソン協会，日本オスカー・ワイルド協会（副会長，理事），国立民族学博物館共同研究員，日

本オースティン協会（編集委員），日本文体論学会，語学教育研究所，慶應英文学会（事務局長，理事）

ほか（国外）International Society for Eighteenth―Century Studies, British Society for Eighteenth―Century

Studies, Johnson Society of London, Auchinleck Boswell Society（Scotland）ほか

著書・論文・研究発表等：

２００６．０４―２００７．０３（記事）「イギリス海外短信」『図書新聞』（隔月連載）

２００６．０４（共著）『新しい世界への旅立ち』（岩波書店）

２００６．０４（翻訳）『クック南半球周航記』（上巻）（岩波書店）

２００６．０４（学会司会）東京１８世紀イギリス文学・文化研究会（於 専修大学）

２００６．０５（共編著）『十八世紀イギリス文学研究』（開拓社）

５．外国語学部
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２００６．０５（講演）「未知なる海洋への旅立ち―ヨーロッパ１８世紀，世界周航の時代」第１１１回懐徳堂春季講座

（大阪大学文学部）

２００６．０６（翻訳）『クック南半球周航記』（下巻）（岩波書店）

２００６．０７（共著）『食卓談義のイギリス文学』（彩流社）

２００６．０７（学会シンポジウム司会）「今，語り（ナラティヴ）の面白さを問う」（日本英文学会関東支部大会）

（於 東京大学）

２００６．１０（学会司会）東京１８世紀イギリス文学・文化研究会（於 専修大学）

２００６．１１（講演）「旅行記の面白さ―『ロビンソン・クルーソー』，『ガリヴァー旅行記』，クックの世界周航

記」（活水女子大学英文科市民講座）

２００６．１１（報告）「Donald F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts の解説とテクスト学構築へ向

けて」（国立民族学博物館共同研究発表会）

２００６．１２（記事）「国家の枠を越えて研ぎ澄まされる想像力―２００６年海外文学・文化回顧（イギリス）」『図

書新聞』（１２月２３日号）

２００６．１２（論文）「書かれなかった『続フリードリヒ大王伝』―イギリス１８世紀におけるドイツ的表象」『芸

文研究』９０号（慶應義塾芸文学会）pp. 175―201．

２００６．０１（書評）「�知尾仁著『表象のエチオピア―光の時代に』」『英語青年』２月号（研究社）p. 48.

２００６．０２（翻訳）『南太平洋発見航海記（バイロン，ロバートソン，カートレット）』（岩波書店）

２００６．０３（報告）「イギリス文学における＜老い＞の表象」（身体医文化論研究会）（於 慶應義塾大学）

２００６．０３（論文）“Young Samuel Johnson’s Politics Reconsidered”『杏林大学外国語学部紀要』１９号，pp. 105―

120.

他大学出講（平成１８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」，慶應義塾大学文学

部「英文学演習」，国際基督教大学（ICU）「英文学史」「１７世紀英文学」

JoAnn Parochetti

著書・論文・研究発表等：

２００６ Editorial Advisory Board, The Journal of Popular Culture, published by the Popular Culture Associa-

tion, Michigan State University & Blackwell Publishers.（Term from 2003～2008）

２００６ Chair, “The Asian Scene : National/Transnational,” Symposium sponsored by the Film Culture Project

of the Department of Comparative Literature, the Department of Music, and the Centre of Asian Studies,

University of Hong Kong［“The Film Scene : Cinema, the Arts, and Social Change”］. University of

Hong Kong : April 21, 2006.

２００６ Delegate, Japan Association of Language Teachers（JALT）, annual conference. Kokuro, Japan : No-

vember 2―5, 2006.

TEXTBOOKS

２００６ Opening the Door to Career Opportunities（a college reading text, with Shiro Sato, Ayako Kotajima,

Yoko Sakurai, and Kumiko Akikawa）. Macmillan Languagehouse, Tokyo, Japan.

２００７ Dynamic Business and the Environment（a college reading text, with Tsuyoshi Chiba, Hiroko Honda,

Chihiro Kato, and Takamasa Fukuoka）. Nan’un―do, Tokyo, Japan.

本田 弘之 （E―mail : honda@kyorin―u.ac.jp）

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，

大学日本語教員養成課程研究協議会（大養協）事務局

著書・論文・研究発表等：
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２００６．０８および２００６．０２（フィールドワーク）日本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 中国黒龍江省東部地域，浙江省杭州市，北京市ほか

Peter McMillan

著書・論文・研究発表等：

２００６．０４（記事）“Folktales of the Psyche : The Art of Yasushi Yokoiyama”, “The Depth of the Surface : Fet-

ishism, Fantasy, Fashion in the Art of Hiroyuki Matsuura”

AAC（Asian Art City）2006 Spring issue pp. 36―38

２００６．０５ 上海アートフェア２００６に参加 Niche Galleryより自身の作品を展示

２００６．０９ GEISAI #10（東京ビッグサイト）にて，Niche Galleryより自身の作品を展示 ９月１７日

２００６．１０（記事）“Tenmyouya Hisashi : Kabukimono of the Contemporary Age”, “Blue on Blue : The Re-

fined Palette of Shingo Francis” AAC（Asian Art City）2006 Summer & Autumn issue pp. 30―32

２００６．１１（講演）“Translating the Hyakunin Isshu” 東京都立大学 １１月３０日

吉村 ケイ子

所属学会：（国内）日本アメリカ文学会，日本ウィリアム・フォークナー協会（国外）MLA

渡辺 光恵

所属学会：（国内）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（国外）State

Historical Society of Colorado

伊藤 盡

所属学会：（国内） 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，（国外）Mythopoeic Society，国際アーサー王学会（日本支部），International

Saga Conference, The Viking Society for Northern Research

著書・論文・研究発表等

２００６．０４～２００７．０３（講演）「エルフ語講座」東急セミナー BE渋谷校

２００６．０４（記事）「中世英国の神話伝説の世界 ７：ビョルンとベラの恋―熊に変えられた王子のサガ」『英

語教育』２００６年４月号，pp. 61―63.

２００６．０５（記事）「中世英国の神話伝説の世界 ８：ボズヴァルとホット―フロールヴル王の２人の勇士」

『英語教育』２００６年５月号，pp. 61―63.

２００６．０６（記事）「中世英国の神話伝説の世界 ９：ベルセルクル―王直属の伝説の狂戦士たち」『英語教

育』２００６年６月号，pp. 61―63.

２００６．０６（記事）「言語学者トールキンの横顔」『月刊言語』２００６年６月号（特集 ファンタジーの詩学）

pp. 38―41.

２００６．０６（解説）「recipeの語源」「biscuitの語源」『爆笑問題の検索ちゃん』（テレビ朝日）（６月２９日放

送）

２００６．０６ （論文）「Snorriの『イングリンガ・サガ』とアドルフ・ノレーン編『イングリンガタル』再考」『日

本アイスランド学会会報』２６（２００６）pp. 2―3.

２００６．０７（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １０：フロールヴルが自分の財産を取り返すこと」『英語教

育』２００６年７月号，pp. 61―63.

２００６．０７（論文）「エルフ語紹介：トールキンの言語創作うらばなし」『文学』第７巻・第４号（７，８月号

特集 ファンタジーの世界）pp. 71―82.

２００６．０７（研究発表）「北欧神話の被差別問題：女神をめとろうとしたドワーフの話」杏林大学外国語学部・

５．外国語学部
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Academia（於杏林大学）（７月１９日）

２００６．０８（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １１：ブルナンブルフの戦い―イングランドのエセルスタン

王の大勝利」『英語教育』２００６年８月号，pp. 61―63.

２００６．０９（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １２：粗毛ズボンのラグナルと彼の息子たち」『英語教育』

２００６年９月号，pp. 61―63.

２００６．１０（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １３：エドウィン王のキリスト教改宗」『英語教育』２００６年

１０月号，pp. 61―63.

２００６．１１（記事）「人工言語ミニ事典 エルフ語」『月刊言語』２００６年１１月号（特集 人工言語） pp. 76―79.

２００６．１１（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １４：最古のロマンス，ホーン王の話」『英語教育』２００６年

４月号，pp. 61―63.

２００６．１１（通訳）A.V.C. Schmidt（Bradley―Maxwell Fellow, Senior English Tutor and University C.U.F. Lec-

turer at Balliol College, Oxford）‘Medieval English Studies at Oxford : From Tolkien and C.S. Lewis to

the Present Day’（「Anglo―Saxon語の継承と変容」プロジェクト ０５年度選定文部科学省オープン・リ

サーチ・センター整備事業，専修大学 社会知性開発研究センター／言語・文化研究センター主催）１１

月３日 於専修大学神田校舎

２００６．１１（講演）「北欧神話のあしあとを訪ねて」平成１８年度杏林大学公開講演会 １１月１８日 於八王子学

園都市センター，イベントホール

２００６．１１ （翻訳）Paul Lydon. Vitlaust Hús［ポール・ライドン『ヴィトロイス・フース（間違いの家）』］CD

アイスランド語歌詞対訳（P―Vine Records）

２００６．１２（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １５：ガウェイン卿の結婚―アーサー王伝説外伝」『英語教

育』２００６年１２月号，pp. 61―63.

２００６．１２（研究発表）「モールドンの戦いで，北欧人はアングロ・サクソン人と自分の母語で言葉を交わし

たか？」第２２回日本中世英語英文学会全国大会 １２月９日 於京都産業大学
いのしし

２００７．０１（記事）「中世英国北欧神話の「 亥」『三田評論』２００７年１月号，p. 101.

２００７．０１（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １６：ガウェイン卿と緑の騎士―新年を祝う中世伝説」『英語

教育』２００７年１月号，pp. 61―63.
レ デ ィ ー

２００７．０２（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １７：貴婦人ゴディヴァ―チョコレートに隠された伝説」『英

語教育』２００７年２月号，pp. 61―63.

２００７．０３（記事）「中世英国の神話伝説の世界 １８：ウィリアムと狼男―ひとあじ違う中世ロマンスの狼

男」『英語教育』２００７年３月号，pp. 61―63.

海外出張：８月４日～１３日 The 13th International Saga Conference（Durham, York）；８月１４日～２４日

Cumbria，UK取材旅行

長谷川 弘子

所属学会：（国内）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，日本色彩学会に所属

論文・研究発表等：

２００６．０４～０６（連続講義５回）「『ドイツ』を知る」（財）調布市文化・コミュニティ振興財団市民カレッジ

於調布市文化会館たづくり

２００６．１０ （記事）「カロリーネ・フォン・ギュンダーローデが残したもの」ドイツ語学文学振興会『ひろの』

第４６号

２００７．０２（論文）「１９８０年代ドイツにおける「耳で聞く児童文学」について」『杏林大学研究報告教養部門』

第２４号，pp. 153―62.
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高等学校出張授業：

２００６．０６「ファンタジーとはなにか」都立若葉総合高等学校

２００６．１２「グリム兄弟の人生と作品」都立日野高等学校

嵐 洋子

所属学会：（国内）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，日本方言研究会

著書・論文・研究発表等：

２００６．０４（研究発表）「長音の知覚におけるカテゴリー的知覚とピッチ変動の影響」

近畿音声言語研究会 ４月１日 於―西宮市大学交流センター

２００７．０１（研究発表）「持続時間及びピッチ変動が長音の知覚に与える影響の方言差 方法と計画につい

て」近畿音声言語研究会 １月６日 於―西宮市大学交流センター

岩本 和良

所属学会：（国内） 日本機能言語学学会，大学英語教育学会（国外）International Systemic Functional Lin-

guistics Association, North American Association of Systemic Functional Linguistics

著書・論文・研究発表等：

２００７．０３（論文）“Functional difference between N―Rheme and rheme proper : Evaluation of N―Rheme.” Ky-

orin University Review , 19 : 131―151.

木崎 英司

所属学会：日本国際観光学会

著書・論文・研究発表等：

２００６．０６（講演）「ホスピタリティ対応」JALスカイ東京（於 東京国際空港内）

２００６．０７（講演）「ホスピタリティマネージメント」日本スポーツクラブ協会マネージャー養成講座（於

国立オリンピック記念青少年総合センター）

２００６．１２（講演）「仕事の目的」YAHOO株式会社（於 六本木ヒルズ内 YAHOO本社内）

２００７．０３（講演）「サービス業のホスピタリティ」株式会社 JTB関東（於 埼玉新都心株式会社 JTB本社内）

２００７．０３（論文）「航空会社における顧客接点人材の確保に関する研究」『杏林大学外国語学部紀要』 pp.

152―164

倉林 秀男

所属学会：日本英文学会，日本文体論学会（幹事），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―learning学会，大学英語教育学会

著書・論文・研究発表等：

２００６．０６（論文）「For Whom the Bell Tolls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」

『ヘミングウェイ研究』第７号 pp. 53―64（日本ヘミングウェイ協会）

２００６．１２（座談会記録）「先輩たちが語るオーストラリア留学」『オーストラリア留学ガイド ２００７―２００８』

pp. 50―51（オーストラリア政府国際協力機構・オーストラリア大使館）

２００７．０３（論文）「中学校における英語教育の現状と諸問題」『杏林大学外国語学部紀要』第１９号 pp. 165―

177

他大学出講（平成１８年度）：桜美林大学文学部「英語圏社会と文学（２０世紀アメリカ文学）」，「英米文学講

読（２０世紀アメリカ文学）」，中央大学商学部「英語講読」，「英語表現法」

５．外国語学部
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千野万里子

所属学会：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：

２００７．０３（論文）「『儒林外史』に見える“�”について」『杏林大学外国語学部紀要』第１９号，pp. 179―92.

２００６．０４～２００７．０３ 日本中国語検定協会 実力養成通信添削講座４級 添削

鄭 英淑

所属学会：（国内） 日本近代語研究会

（国外） 韓国日語日文学会，韓国日本学会，韓国日本語文学会

２００７．０１（記事）「津田真道，国民之友，我楽多文庫，都の花，以良都女」『日本語学研究事典』，明治書院

２００７．０１（記事）「津田真道，西周，中村正直，我楽多文庫，都の花，以良都女」『日本語教育事典』，おう

ふう

野口 洋平

所属学会：（国内）日本観光研究学会，日本観光ホスピタリティ教育学会，同学会理事会幹事，日本国際観

光学会，総合観光学会，鈴鹿国際大学国際学部観光学科観光振興研究所研究員，鈴鹿市観光振興基本計

画検討委員会委員，同作業部会部会員，立教大学アミューズメントリサーチセンター観光プロジェクト

特別研究員（国外）韓国観光レジャー学会，Asia Pacific CHRIE（International Council of Hotel, Restau-

rant & Institutional Education）

著書・論文・研究発表等：

２００６．１０（研究発表）「旅行商品の商品特性とインターネットを使った旅行業のビジネスモデルに関する研

究」 日本国際観光学会 １０月８日 於筑波学院大学

２００６．１２（記事）「海の道からの提言 観光と医療・健康・三重県の可能性」『海の道』第１８号（２００６年１２

月），pp. 4―5

２００６．１２（共同研究発表）「デジタルコンテンツによる学びの“場”の創造 ―観光教育をめぐる関連知識

の会話式教材の検討―」 日本観光研究学会 １２月３日 於金沢工業大学

２００７．０３（共同研究発表）「Podcastを利用した観光導入教育の“学修”モデル」，日本観光ホスピタリティ

教育学会 ３月１１日 於立教大学

２００７．０３（論文）「宿泊予約サイトの予約・販売の形態と旅行商品の特性に関する研究」『杏林大学外国語学

部紀要』第１９号，pp. 193―201

古本 泰之

所属学会：（国内）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），国際観光学会，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など（国

外）韓国観光・レジャー学会

著書・論文・研究発表等：

２００６．１２（学会司会）日本観光研究学会（於金沢工業大学）

２００６．１２（共同研究発表）「観光を学ぶ学生の旅行経験と生活志向」日本観光研究学会第２１回全国大会（於

金沢工業大学）

２００６．１２（共同研究発表）「観光立国政策のインパクト」杏林大学外国語学部・アカデミア（於杏林大学）

２００７．３（書評）山村順次編著『観光地域社会の構築―日本と世界―』，pp―

他大学出講：川村学園女子大学「観光文化施設論」
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資料６ 平成１８年／２００６年度 海外派遣学生数

留学先 期間 人数 備考

【海外研修】 深�職業技術学院（中国） ２００６．９．１０～９．２５ ５ 内，大学院生１名

ランガラカレッジ（カナダ） ２００６．９．１０～９．２５ １４ 保健学部生１４名

オックスフォード（イギリス） ２００６．８．２０～９．１２ ２６ 内，総合政策学生１名

【派遣留学】 イーストアングリア大学（イギリス）２００６．４～１２ １

SHATEC（シンガポール） ２００６．１０～２００７．３ １

【交換留学】 国立政治大学（台湾） ２００６．９～２００７．７ １

韓瑞大学校（韓国） ２００６．８～２００７．６ ２

北京第二外国語学院（中国） ２００７．３～２００８．２ ２

【セメスター留学】 河北大学（中国） ２００６．９～２００７．２ １

河北大学（中国） ２００７．３～２００７．８ １

北京第二外国語学院（中国） ２００７．３～２００７．８ ６

【インターンシップ研修】 マンチェスター大学（イギリス） ２００６．４．１５～７．１７ １０

【私費留学】 Embassy CES（オーストラリア） ２００６．９～２００７．３ １

北京連合大学師範学院 ２００６．９～２００７．１ １

北京第二外国語学院（中国） ２００６．９～２００７．２ ２

北京第二外国語学院（中国） ２００６．９～２００７．８ ２

対外経済貿易大学（中国） ２００７．３～２００７．７ １

合計 ７７

５．外国語学部
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資料７ Academia活動記録

回 日付 発表者 研究発表題目 出席者

１５ ０６０４１２ 岩本 和良 Spoken Paragraphing and Para-

graphs from the Perspective of Sys-

tematic Functional Linguistics

今泉，岩本，倉林，黒田，�，高木，
田中，谷口，遠山，鳥尾，長谷川

１６ ０６０５１７ 原田 範行 旅立ちのかたち：ヨーロッパ１８世

紀，世界周航の時代

赤井，嵐，稲垣，今泉，岩本，木崎，

草場，熊谷，倉林，黒田，�，高木，
田中，谷口，千野，遠山，鳥尾，中村，

原田，古本，本田

１７ ０６０６２１ 谷口賢一郎 新しい英語リーディングの仕方（In-

novative Reading Comprehension of

English in Japan）

赤井，稲垣，岩本，笈川（総合政策），

大河戸，木崎，草場，熊谷，倉林，黒

田，田中，谷口，塚本，遠山，鳥尾，

原田，古本，渡邊（事務），他学生５

名
熊谷 文枝 CRVシステム活用の一例：「アメ

リカ社会論」講義の場合

１８ ０６０７１９ 伊藤 盡 北欧神話の被差別問題：女神を娶ろ

うとしたドワーフの話

赤井，伊藤，稲垣，岩本，木崎，草場，

倉林，黒田，高木，田中，谷口，遠山，

鳥尾，長谷川，古本，原田，マクミラ

ン
黒田 有子 外国語学部から三田アメニティの考

え方

１９ ０６１０２５ 間中和歌江

（東京純心女

子大学）

リメディアル教育を考える：英語の

場合

赤井，稲垣，岩本，熊谷，倉林，黒田，

田中，遠山，原田，古本，間中（東京

純心女子大学）

２０ ０６１１０１ 嵐洋子 子供の長音の知覚 赤井，嵐，稲垣，岩本，黒田，高木，

田中，谷口，原田，本田，他学生１名

２１ ０６１２１３ 岩崎，木崎，

鳥尾，野口，

古本

「観光立国」政策のインパクト 赤井，稲垣，岩崎，岩本，木崎，黒田，

熊谷，高木，田中，遠山，鳥尾，野口，

原田，古本，他学生５名

２２ ０７０１２４ 熊谷 文枝・

原田 範行

地域社会の国際的人材育成を目指し

て（GP申請内容についての検討

会）

伊藤，伊藤（事務），稲垣，今泉，岩

本，草場，熊谷，黒田，小暮（事務），

諏訪内，高木，谷口，鳥尾，野口，原

田，古本

２３ ０８０２２１ 諏訪内敬司 大学次年度／

導入教育について
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資料８ 出張講義一覧

実施日 高校名 学年 場所 担当 業 者

１ ８ ８ 火 埼玉県立秩父高等学校 １，２ 秩父市
田中 茂彦

岩本 和良
高校

２ １０ １１ 水 東京都立富士森高等学校 ２ 八王子市 金田一秀穂 多摩高進

３ １１ １５ 木 茨城中学校・高等学校 中３ 茨城県 倉林 秀男 高校

４ １１ ２４ 金 埼玉県立浦和西高等学校 ２ さいたま市 岩崎 公生 高校

５ １２ ２２ 金 東京都立調布南高等学校 １ 調布市 高木眞佐子 さんぽう

６ １２ ７ 木 福島県立原町高等学校 ２ 福島県 伊藤 盡 高校

７ １２ ６ 水 千葉県立柏高校 １ 柏市 鳥尾 克二 高校

８ ２ １５ 木 宮城県立仙台東高等学校 １，２ 仙台市
高木眞佐子

古本 泰之
高校

９ ３ １３ 火 神奈川県立三浦高等学校 １，２ 三浦市 稲垣 大輔 さんぽう

５．外国語学部
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