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Studies　in　Languages　and　Cultures，　No，17

個人研究業績一覧
（2001年11月～2002年10月）

言語科学部門　欝語教育学講塵

井上奈良彦

一「CMCを用いた英語授業での学生のコミュニ

　ケーション行動分析」岡野進・山内正一編『サ

　イバースペースを利用した国際言語情報の多元

　的研究と教育』，即．13－24，2002年3月．（論文・

　単二）

一「CMCを利用した外国語教育における学生の

　コミュニケーションの研究」『高等教育改革に

　資するマルチメディアの高度利用に関する研

　究』（特定領域研究（A）120　平成13年度　公

　；募研究1　研究成果報告書），pp．89－94，2002

　年3月．（報告・共著）

一『ディベートにおける談話構造の日米比較』平

　成！！年度～平成13年度科学研究費補助金（基盤

　研究（C）（2））研究成果報告書，2002年3月．

　（報告・共著）

小野　和人

一「アメリカ・ルネサンス期の文化・文学におけ

　る宇宙意識：概観」『英語英文学論叢』第52集，

　pp．35－54．九州大学英語英文学研究会，2002年

　2月．（論文・遅漏）

一ヘンリー・ソロー「月下の自然2」（”The

　Moon”）『謬語文化論究』Noほ5，　pp．141－154．

　九州大学大学院醤語文化研究院，2002年2月．

　（翻訳・個入訳）

カスヤン・アンドレアス

ー「3D護HSの國際化に向けて一ドイツ語教官の

　試み一」岡野進・山内正一編『サイバースペー

　スを利用した国際言語情報の多元的研究と教

　育』，pp．65－77，2002年3月．（報告・単著）

一”’ lessage／Medium－orientated　Commun童ca£ion’in

　the　Gαman　FL－class　for　Japanese　Stude熱ts　of　the

First　Academic　YεaL”『言語科学』37号，　pp．49－

56九州大学大学院言語文化研究院言語研究会，

2002年3月目（論文・一二著）

古村由美子

　“gOW　Can∫apaneSe　be　COnSiderate　tO　their　in£eriOCU一

　宅or　iR　re釦sals？：As加dy　of　pragma之ic　strategies　in

　Japanese　discourse2’『醤語文化論究』No．16，

　pp．147－164．九州大学大学院言語文化研究院，

　2002年7月．（論文・単著）

一「縫本人と英語母語話者の対人葛藤対処方略の

　比較研究」第9回臼本コミュニケーション学会

　九州支部大会，於：臼本文理大学，2002年10月

　！3日．（口頭発表・単独）

松村　瑞子

一「EI本語の歴史的現在」韓田言語文化Fomm’01

　　於：韓国仁絹大学校，2001年12月．（口頭発

　表・単独）

一「時制表現としての田本語のタ形」購日言語

　文化研究』第3巻（印棚中）．韓日言語文化研

　究会，2002年12月．（論文・単著）

山村ひろみ

㎜‘‘ka　funci6n　b盃s霊ca　del　pre之6rito　imperfecto　y星a　de一

　圭i搬itac呈6n　temporar’，　E3伽4∫05甜3P4加ω321（Aso－

　ciaci6n　Coreana　de　Rispanistas），　pp．311－317，

　200回忌12月．（論文・単二）

一ヂ解説：『スペイン語記述文法』における動詞

　単純時制の取り扱いについて」『書語文化論

　究』No．15（九州大学大学院雷語文化硯究院発

　行），pp．155－172，2002年2月．（解説・単著）

一「解説：『スペイン語記述文法』におけるCoか

secutio　Temporumの取り扱いについて」『言語

　文化論究』No，16（九州大学大学院署語文化研
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2 訳語文化論究17

　二院発行），pp．231－262，2002年7月．（解説・

　単比〉

一「時制機能の確定とvariaci6n　si磁ctico．sema鷺tica

　一日記の中のpret6rito　perfec£o　simpleとpre重6rito

　perfecto　compuestoを手がかりとして一」第22回

　賑本スペイン語学セミナー（SELE2002），於：

　長崎（二見ハイツ），2002年8月．（口頭発表・

単独）

…糾dI　adverbiO　3∫6〃z1フ遅～ylas　dos　formas　verba星es　dei

　pasado”第48回日本イスパニや学会特別企画第

　二罎欝韓合同研究会，於：東京外国語大学，

2002年！0月．（口頭発表・単独）

志水　俊広

一「3D一再S，　BBS，およびEメールを利用した

　英語の授業」『サイバースペースを活用した国

　際話語情報の多元的研究と教育』（平成U年度

　～平成13年度九州大学教育研究プログラム・研

　究拠点形成プロジェクト（C）研究成果報告書），

　pp．44－52．2002年3月．（論文・単著）

｝‘‘撃雌toducing　nGn－native　varie竃ies　of】巳ng韮ishξo　the

　classroom：acase　stu（置y　of量nvi£ing　inte1質ationa｝stu－

　dent魅。　a　classroom”第32圃東アジア英語教育研

　究会　於：西南学院大学，2002年！0月．（口頭

　発表・単独）

言語科学部門　冗語情報学講座

大津　隆広

一「ReadingπME」英宝社，2002年1月．（教科

　書・共著）

一「談話連結語beca規seとafter　a霊1の概念的意味

　と手続き的意味一一関連性理論からの分析」

　『署語科学』No．37，　pp．69－83．九州大学大学

　院言語文化研究二二語研究会，2002年2月．（論

　文・単記）

」‘rurfaceのeep　Anaphora　and　Relevance，”Cognltive

　Pragmatics　WorkshoP：Aspects　of　Cognitive　Prag－

　m涌cs於：ICU，2GO2年3月．（口頭発表・単

　独）

一「外国語教育改革「単一から多様へ」とその展

望」『外国語教育の現状と展望』pp．25－37．東

北大学大学教育研究センター，2002年3月．（論

文・旧著）

鈴木　右文

一「大学闇遠隔共岡英語授業の試み」PCカンファ

　レンスin北九大「はじめてのIT，これから

　のIT」第2分科会ヂ情報技術（1T）と外国

　語教育」（主催：PCカンファレンス200！in北

　九大実行委員会，全国大学生協連合会九州地域

　センター，北九州市立大学生活協同組合　後

　援：北九州市教育委員会，福岡県教育委員会）

　於：北九州大学ひびきのキャンパス，2GOi年11

　月．（巨頭発表・単独〉

一「3次元仮想空間を利用した大学聞共同授業の

　歩み」教育認知心理学講座シンポジウム・シ

　リーズ　シンポジウム2「3次元仮想環境によ

　るコミュニカティブな語学教育プロジェクト」

　（主催：京都大学大学院教育学研究科教育認知

　心理学講座）於：京都大学芝蘭会館，2001年12

　月．（口頭発表・単独）

一「映画の世界：ソフィーの選択」『反戦情報』

　No．208，200！年12月．（連載コラム・単独）

一「映画の世界：陸軍」『反戦傭報』No．209，2002

　年1月．（連載コラム・単独）

一「3次元仮想空間チャットシステムの改良と英

　語授業実践」平成13年度科学研究費補助金特定

　領域研究（A）120「高等教育改革に資するマ

　ルチメディアの高度利用に関する砥究」第1回

　領域全体会議　領域AO2「外国語教育の高度化

　の研究」分科会　於：学術総合センター（東京），

　2002年1月．（ポスター発表・単独）

一「英語教育の改善」ファカルティ・ディベロッ

　プメント講演会「大学における外国語教育」於：

　神戸大学国際文化学部，2002年2月．（講演・

単独）

一「映画の世界：ひめゆりの塔」『反戦情報』

　No．210，2002年2月．（連載コラム・単独）

一「大学一般教育における優秀な映画鑑賞者の育

　成のために」『言語文化論究』No．15，　pp．33一
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個人研究業績一覧 3

　44．九州大学大学院言語文化研究院，2002年2

　月．（論文・単磁）

一「3次元仮想空間チャットシステムによる英語

　実験授業の改善」『英語英文学論叢』饗。．52，

　pp．87－100．九州大学英語英文学研究会，2002

　年2月．（論文・単著）

一「映画の世界：月光の夏」『反戦情報』No．2！！，

　2002年3月。（連載コラム・単独）

一面研費報告「3次元仮想空間チャットシステム

　における英語の授業方法の開発」『特定領域研

　究（A）「高等教育改革に資するマルチメディ

　アの高度利用に関する研究」領域番号！20研究

　成果報告書　平成13年度公募研究　AO2：外国

　語教育の高度化の研究』pp．47－52。2002年3月．

　報告書・単独）

」IAgai厳s｛a薮A玄ter宅hought　Analysis　of薮xtrapositiolユ

　from　Mろ”『言語科学』No．37，即．1－10．九州大

　学大学院言語文化研究院言語研究会，2002年3

　月．（論文・単著）

一「北海道大学との遠隔共同英語授業による3次

　元仮想空間チャットシステムの改良」『サイ

　バースペースを活用した国際言語情報の多元的

　研究と教育：平成11年度～平成13年度九画大学

　教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェク

　ト（C）研究成果報告書』（岡野進・山内正一

　編），pp．118－132．2002年3月．（論文・固著）

一角点画の世界：黒い雨」『反戦情報』No．212，

　2002年4月．（連載コラム・単独）

一「映画の世界：チャップリンの独裁剖『反戦

　情報』No．2！3，2002年5月。（連載コラム・単

独）

一「他大学の英語教育の動きについて」九州大学

　言語文化研究院英語教育を考える会於：九州

　大学六本松地区，2002年6月．（語頭発表・単

独）

一「映画の世界：新しき土」『反戦情報』No．214，

　2002年6月．（連載コラム・単独）

一「映画の世界：太白山脈」『反戦情報』No．215，

　2002年7月．（連載コラム・単独）

一ドネットワークによる対話型英語授業の位置」

　『書語文化論究』No．16，即．81－93．九州大学

　大学院欝語文化研究院，2002年7月．（論文・

単著）

一「映画の世界：二十四の瞳」『反戦情報』No．216，

　2002年8月号（連載コラム・単独）

一「映画の世界：JSAj『反戦情報』No．217，

2002年9月．（連載コラム・単独）

一「映画の世界：ミッシング」『反戦清報』No．2！8，

　2002年！0月．（連載コラム・単独）

高藤　冬武

一「在る臼の鳴瀧終夜亭」（保田與重郎著：『校

　註祝詞』　保田與重郎文庫　新学社）pp．245－

　25！，2002年：6月．（解説・単著二）

測島　松ニ

ー「自著紹介」『図書館情報』Vb1．37，　No．1，　p．17．

　九州大学附属図書館，2001年6月．（その他・

　前著）

一The　Ky臓shu　Revle鰍No．6．，！20頁，200！年10月。

　（学術誌・編集発行）

一「David　B　urnley教授の逝去を悼む」The　Ky礁shu

　Rev孟e思　No．6，pp．！05－06．200！年！0月．（その

　他・単著）

一「David　Bumley教蓼受略歴・著イ乍隠録1」The　Kyus勧魏

　Review，　No．6，　pp．！07－！1．200！年！0月．（書誌・

　単著）

一「自著紹介」『言文フォーラム』第24号，p。9．

　九州大学書語文化研究院，200！年！0月．（その

　他・霊台）

一『英語史研究会会報』第6号，43頁，英語史研

　究会，2001年12月．（会報・編集発行）

一「中英語頭韻詩の言語と文体一∫．盆Oakd樋（1930

　＆1935）再考」日本英文学会第74回大会　於：

　北星学園大学，2002年5月．（司会兼講師）

一『英語史研究会会報』第7号，44頁，英語史研

　究会，2002年6月．（会報・編集発行）

田中　俊也

一‘‘swo登idden　Preteri£e－Present　V6rbs　in　Germanlc：
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4 警語文化論究17

　A簸Argu董nent£or　Their　Inactive　L量neage2’『言語文

　化論究』第15号，pp．2！－31．九州大学言語文化

　研究院，2002年2月．（論文・単著）

一‘‘she　Origi損a蝕d　Development　of　the＊63－vs．＊wε3－

　SUPPletio狙in　the　Germanic　CGpula＝From　a　Non－

　Brugmannian　Standpoin£2’2VOWELE　40　（Ap！瞳1

2002），PP．3－27。　Odense：Odense　Unlversity　Press，

　2002年4月．（論文・単著）

一‘‘qevlew：Peter　Collins　and　Davi（至Lee（eds．），　The

Clause　in　English：ln　honour　of　Rodney　Huddle－

　ston”3鰯∫85ゴη翫8〃3ん肋6磁耀，　English　Number

　43　（2002），　pp、79－87．　The　English　L重terary　Soci－

ety・f∫apan旧本英文学会）2002年4月．（書

評・単著）

恒吉　法海

一丁目ン・パウル著『彗星』九州大学出版会

　翻訳pp．5－481．解題pp．483－495．2002年10月．

　（翻訳，解題・単著）

吉村　治郎

一「ロレンスの文明観」『ロマン派の空晶』（吉野

　昌昭編　松柏社）　pp．202－216．2000年3月．

　（論文・単著）

一ウィリアム・ゴールデイング著『可視の闇』（吉

　田徹夫・宮原一成監訳　開文社）pp．！28－159．

　2000年6月．（翻訳・単独）

文化情報学部門　メディア文化情報学講座

太田　一昭

一「英国歴史劇はスチュアート朝において衰退し

　たか」『英語英文学論叢』No．52，　pp．13－34．

　九州大学英語英文学研究会，2002年2月．（論

　文・単著）

徳見　道夫

一「『ヘンリー五世』における捕虜殺害命令」『欝

　語文化論究』第15号pp．　U　5－！22．九州大学大

　学院言語文化硯究院，2000年2月。（論文・単

　著）

一「二つのホリンシェッド『年代記』とシェイク

　スピアの第二・四部作」『英語英文学論叢』第

　52集，pp．1－11．九州大学大学院言語文化研究

　院，2000年2月．（論文・単著）

福元　圭太

一「辞書と翻訳」平成13年度九州大学公開講座「異

　文化の受容一翻訳を中心として」於：九州大学

　六本松キャンパス，200！年12月．（口頭発表・

　単独）

一「辞書と翻訳」『言語文化論究』第16号pp．65－

　80．九州大学言語文化部，2002年7月，（論文・

　単著）

一「青年運動とホモソーシャリティー同性愛と政

　治のディスクルス」日本独文学会シンポジウム

　「ドイツ青年運動と文学」における発表。また

　このシンポジウムの企画・司会　於1新潟大学，

　2002年9月。（口頭発表・単独）

文化情報学部門　比較言語文化学講座

阿部　吉雄

一「戦前の践本における対ユダヤ人政策の転回

　点」『醤語文化論究』No．15，　pp。45－59．九州

　大学大学院言語文化研究院，2002年2月．（論

　文・単品）

一「上海のユダヤ人ゲットー設置に関する考察」

　『言語文化論究』No．16，　pp．　H3．九州大学

　大学院言語文化研究院，2002年7月．（論文・

　単記）

栗由　　暢

一「Prologとドイツ認統語解析」『言語文化論究』

　Noほ5，　pp．1－19．九州大学大学院論語文化研

　究院，2002年2月．（論文・単著）

岩佐　昌面

一「浅談“蒼白”」中国新詩理論国際学術研一会，

　於：北京香山飯店，2001年12月15礒～！7日．

　（口頭発表・単独）

一「三つの『大雁塔』詩一一政治の時代から経済
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個人研究業績一覧 5

の時代へ向かう申国当代文学一一」九州大学中

国文学会編『わかりやすくおもしろい　中国文

学講座』pp．208－219．中国書店，2002年5月．

（論文・単行本分担執筆）

小谷　耕ニ

ー「ロバート・ペン・ウォレンの語りの技法と歴

　史意識一『すべて王の臣』一について」『言語

　文化論究』No．16，　pp．29－41．九州大学大学院

　蜜語文化研究院，2002年7月．（論文・応益）

一「文学の「歴史」的効用一村田喜代子とフォー

　クナーの一蘭から一」7肋駒麗3枷R顔εw，No．7，

　pp．93－96．「九州レヴュー」の会，2002年！0月．

　（その他・単著）

佐藤　正則

一「初期ボリシェヴィキにおけるマルクス解釈の

　多樹生について一ボグダーノブ，ルナチャルス

　キー，バザ一節フを中心に一」第27園社会思想

　史学会大会，於：専修大学，2002年10月25賑．

　（口頭発表・単独）

一「セルゲイ・ブルガーコフにおける近代の超克

　とマルクス評価」ロシア史研究会2002年度大会，

　於：西南学院大学，2002年10月27日．（口頭発

　表・単独）

高橋　　勤

一「自由の攻防一奴隷解放運動とコンコード」『英

　語英文学論叢』第52集，pp．55－67，九州大学英

　語英文学研究会，2002年2月。（論文・単著）

一「ピュアであること一ソローにおける認識の行

　方」九州アメリカ文学会，西南学院大学，2002

　年5月11日．（口頭発表・単独）

一「ことばの中の風景一ソローとエマソンの詩

　学」日本ソロー学会春期大会シンポジウム「エ

　マソン生誕二百年一コンコードの知識人たち」

　酪農学園大学，2002年5月24日．（口頭発表・

　単独）

一「ピュアであること一ソローにおける認識の行

　方」『言語文化論究』No．16，　pp．43－52　九州

　大学大学院点語文化研究院，2002年7月（論

文・単著）

一‘‘sransparency　of　the　£mersonian　Perspective：In

Response　to　Pro娼essor　Joel　Myerson’s　Key礁ote

　Speech，”アメリカ研究京都セミナー，文学部門

　コメンテーター，立命館大学，2002年7月26日，

　（ロ頭発表・単独）

田申　陽子

一「初習者に文法も発音一〇ra蓋も6crkも」ラン

　コントル関西フランス語教育研究会第16園2002

　年3月．（口頭発表・単独）

一「初出者に文法も発音一〇ralも6critも」『R£N－

　CONTRES』16号，　pp．44－48ランコントル関西

　フランス語教育研究会，2002年7月．（報告・

単三）

一「臼本における英語以外の外国語教育の現状の

概観ならびにEUの言語教育の理念と対策及び

　EU加盟国の言語教育の状況の瞥見」『書語文

　化論究』No．16，　pp．95－116．九州大学大学院

　言語文化研究院，2002年7月．（論文・単著）

谷ロ　秀子

一「少女漫画における男装一ジェンダーの視点

　から」『言語文化論究』第15号，105－1！4頁，

　2002年2月．（論文・延著）

一「大学生に必要な英語力とは何か一文法・読

　解力神話を越えて一」『大学教育遇（九州大学

　大学教育センター）第8号，59－67頁，2002年

　3月．（論文・共著）

中里見　敬

一「中国古典小説研究会の紹介」『日本中国学会

　会報』2，pp．8－9。日本中国学会，2001年12月．

　（紹介・単著）

一寸yHagenaar著「中国語における自由間接話

　法」『言語科学』37，pp．85－95．九州大学大学

　院言語文化研究院素語研究会，2002年3月．（翻

　訳・単著）

一Elly　Hageaaar著「漢語中白勺自由間接引語」『讐

一187一
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　語科学』37，pp．97－104．九州大学大学院言語

　文化研究院言語研究会，2002年3月．（翻訳・

単著）

一「ひとがいて，ことばが聞こえる：相原茂著『雨

　がホワホワ：中国語のある風景』」『東方』255，

　pp．24－27。東方書店，2002年4月．（書評・単

字）

一「中国小説入門」，『わかりやすくおもしろい中

　国文学講義』（九州大学露国文学会編，中国書

　店，2002年5月目pp．64－75．（概説・教科書・

単著）

西面　　猛

一「出代における動詞『話』の成立」『言語文化

　論究』No．16，　pp．117－123．九州大学大学院言

　語文化研究院2002年7月．（論文・単著）

一「中国語文法の歴史的なうつりかわり」九州大

　学中国文学会編『わかりやすくおもしろい中国

　文学講義』pp．268－277．中国書店2002年5月．

　（概説・教科書・一著）

松原　孝俊

一「考古学と朝鮮神話研究」『韓半島考古学論叢』

　pp。609－619．2002年．（論文・単著）

一『台湾・朝鮮・満州に設立された目本植民地期

　各種図書館所蔵日本語古典籍の書誌的研究』平

　成13年度科学研＝究費中聞報告書，p．241，2001

　年3月．（調査報告，単著）

一『台湾・朝鮮・満州に設立された日本植民地期

　各種図書館所蔵日本古典籍の書誌的研究』平成

　14年度科学研究費報告書，ジ．736，2002年3月．

　（調査報告，単著）

一『台湾大学所蔵欝本古典籍調査』平成！4年度科

　学研究費報告書，p。376，2002年3月。（調査報

　告，単著）

一「ソウル大学校中央図書館所蔵日本古典籍目

　録」『抽出及び中国に西面された曝本語古典

　籍・賑本史関係史料調査とその情報化に関する

　基礎的研究』平成12年度九州大学P＆P研究資

　金報告書，pp．1－176，2000年3月．（研究ノー

　ト，単著）

イソウル大学中央図書館所蔵貴重本リスト」『台

　湾・朝鮮・満州に設立された日本植民地期各種

　図書館所蔵環本語古典籍の書誌的研究』平成13

　年度科学薪究費申出報告書，ppユ15－1！6，

　2001年3月．（研究ノート，単著）

一「大邸・釜山市立図書館貴重本リスト」『台湾・

　商船・満州に設立された日本画民地期各種図書

　館所蔵環本語古典籍の書誌的研究』平成13年科

　学研究費歯間報告書，p．117，2001年3月．（研

　究ノート，前著）

一「遼寧省図書館所蔵臼本語古典籍月録」『台湾・

　朝鮮・満州に設立された日本植民地期各種図書

　館所蔵田本二六典籍の書誌的研究』平成13年度

　科学研究費中間報告，pp．118－24！，2001年3

　月．（研究ノート，前著）

一「台湾大学総図書館所蔵日本古典籍目録」『台

　湾大学所蔵日本古典籍調査』平成！4年度科学研

　究費報告書，pp，113－376，2002年3月，（研究

　ノート，単著）

一「大韓民国国立中央図書館所蔵日本古典三目

　録」『台湾・朝鮮・満州に設立された日本植民

　病期各種図書館所蔵暦本古典籍の書誌的研究』

　平成！4年度科学研究費報告書，ppほ81－

　674，2002年3月．（研究ノート，単手）

一「釜山広域市立市民図書館臼本古書目録」『台

　湾・朝鮮・満州に設立された罠本植民地期各種

　図書館所蔵日本古典籍の書誌的研究』平成14年

　度科学研究費報告書，pp．！81－674，　pp．675－

　716，2002年3月．（研究ノート，単著）

一「慶北大学図書館所蔵β本古典籍欝剥『台湾・

　朝鮮・満州に設立された日本植民地期各種図書

　館所蔵藏本古典籍の書誌的研究幽平成14年度科

　累石ヲF究乱調艮告書，　pp．717，　2002年3月．　（石1汗究

　ノート，単著）

一「東北師範大学図書館所蔵日本古典籍小誌」『台

　湾・朝鮮・満州に設立された日本植民地期各種

　図書館所蔵日本古典籍の書誌的研究』平成14年

　度科学研究費報告書，脚．718－729，2002年3

　月．（研究ノート，単著）

一ユ88一
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一「遼寧省図書館所蔵日本古典籍厨録」『台湾・

　朝鮮・満州に設立された鼠本植民地期各種図書

　館所属日本古典籍の書誌的研究』平成14年度科

　学研究費報告書，pp．730－734，2002年3月．

　（研究ノート，単著）

一「吉林省図書館所蔵日本古典半国録」『台湾・

　朝鮮・満州に設立された田本植民地期各種図書

　館所蔵日本古典籍の書誌的研究』平成14年度科

　学研究費報告書，pp．735－736，2002年3月．

　（研究ノート，単著）

一「大群広域市立中央図書館所蔵日本古典籍欝剥

　『韓国言語文化研究』第2号，pp．65－80，2002

　年4月．（研究ノート，単著）

一「朝鮮半島，台湾，満州…　　植民地時代の田

　本平平典籍を追う」『西臼本新聞』，2001年10月

　9臼．（その他・単独〉

一「台湾所在の日本関係資料研究会に寄せて

　（下）」『琉球新報』，2001年12月14田．（その

他・単独）

一「研究成果を共有へ／台湾所在の日本関係資

料」『琉球新報翌，200！年12月16日．（その他・

単独）

一「対馬藩通訳官の私文書百数十点」r西日本新

　聞』，2002年！月5日。（その他・単独）

一「全容を現した旧台北帝大蔵書一琉球，西鶴，

　歌舞伎…　　多彩な経本語古典籍」『西日本新

　剛，2002年ユ月ユ9田．（その他・単独）

一「朝鮮　18世紀に小説木板本　／対馬で年号入

　り写本発見」『夕刊読売新聞』，2002年2月14日．

　（その他・単独）

一「姿見えた台湾の「残置本」一歴史に埋もれた

　日本語書＝籍の躍録作り」『購本経済新聞』，2002

　年2月14日。（その他・単独）

一「文化のFTA現象／交流安定期迎える」『西

　田本新聞』，2002年5月17日．（その他・単独）

一「共催は歴史認識の差を超越できる」『毎環新

　聞』，2002年7月！田．（その他・単独）一「息

　づく朝鮮通信使〈1＞対馬藩小田幾五郎」『長

　崎新聞』，2002年8月3日．（その他・単独）

一「息づく朝鮮通信使〈2＞雨森芳洲」『長崎新

　聞』，2002年8月4日．（その他・単独）

～「息づく朝鮮通信使く3＞現代の韓：語司」『長

　崎新聞』，2002年8月5日．（その他・単独）

一「息づく朝鮮通信使〈4＞行列振興会」『長崎

　新聞』，2002年8月6臼．（その他・単独）

一「息づく朝鮮通信使く5＞」『長崎新聞』，2002

　年8月7日．（その他・単独）

ミヒェル・ヴォルフガング

」Aufbruch　iパinnere　LaHdscha負en‘一Zur　Rezeption

　westlicher　K6甲erkonzepte　in　der　Medizin　der鷺do－

　Ze圭t2つ　醒ZM齪）114ノ，　Nr．62，　pp．13－24．　Akade－

　m墨scher　Arbeitskrel　s　Japan，　Wien，2001年ll月　（論

　文・単著）

一‘‘nn　the　Reception◎f　Weste「n　Me（iicine　量n　Seven回

毛een偽Cent町」apan2’吉田忠，深瀬泰量編r東

　と西の医療文化』思文閣出版，京都，2001年，

　pp．4！2－426．（論文・単著）

一群961加πκα翻1乖r’既避たa1ぐ磁5c加A雄80岡田

　石旋81う伽伽．鷺erausgegeben　vo薫Oetle鮒aber正and，

　Wolfgang　Michel，　Elisabeth　Goessmann．　Iudicium

　Verlag：M登nchen，200　i　f£　Band　班Bngelbert

　K：aempfer：κ6厩8ε3ノφαη．　Herausgegeben　von

　Woifgang　M重chel撒d　Bare無d　J．　Terwie1．翌憾cium

　恥dag：M甑chen，779pp．2001年11月．（著書・

　共編著）

一門861加ガ1勲8溺卿π肋沈己κ漉醜加殴雄80加加

　E瓶81わ盈ゴ8η．翫η41ン2£κ9励6πκα翻が一階砕

　∫lg8∫勿醐．猛erausgegeben　von　Wolfgang　MicheI

　und　8are難d　J．　TerwieL蔓udicium　V巳r豆ag：M漁che簸，

　828pp．2001年11月（著書・共編著）

一「身体の内景一腫物の手当から人体解剖へ」於二

　津山洋学資料館，津：山，2001年11月（招待講演・

　単独）．

一“ﾃngelbe質Kaemp蚕er呈nぎapa徽．　Symposium：

　An撚nge　der　deutsche鷺Asien輩orschu貧g：Engelbe控

　Kaempfer　und　seine　Zeit”方全：Asienzentrum　Bonn，

　2001年！！月．（招待講演・単独）

一‘‘jaemp墾ersねp鋤　und　Dohms　Kaemp£e凱”　於：

　Lemgo（Vb震ragsreihe　an猿ss猛ch　des　350．　Geburts一
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　tags　vo籔鷲ngelbert　Kaernp艶r），2001年ll月．　（招

　待講演・単独）

一「太田黒玄淡の阿蘭陀外科免状とその背景につ

　いて」於：洋学史学会，2001年大会，京都，2001

　年12月．（口頭発表・単独）

『“iapan　im　Lichte　des　Werks　von　E獄gdbe提

　K：aempfeL”於：Ku貧sthalle　8ielefeld，2002年3月．

　（招待講演・単独）

一‘‘ves宅er捻Medicine　a獄d　Pharmaceutics　in　l　7th　Ce獄一

　拠ry　Japan　2’The　10th亙nternationa丑Co貧琵re豊ce　on

　燃eHistory　of　Sdence　in£ast　Asia．　Shangh＆i，2002

　年8月．（口頭発表・単独）

一「シーボルト記念館蔵の『阿蘭陀草花鏡図』と

　その背景について」於：日本医史学会，第103

　圓大会，新潟市，2002年9月．（口頭発表・単独）

｝‘‘yur蓑ck：zu　den　Quel孟e烈一Bericht｛iber　das　Sonde㎡or－

sch鷲員gspr・jekt’Ed・n・m・n・zukuri’”．於：12．

　1）eutschsprachiger∫ap＆鍛oi◎gentag．　Bonn，2002年10

　月．（口頭発表・単独）

一「1672年の出島蘭館における薬油蒸留とその背

　景について」於：日本藥史学会，平成！4年度会，

　富山市，2002年10月12日．（口頭発表・単独）

情報基盤センター（言文兼任）

田畑　義之

一「Webを活用したドイツ語多読支援システム

　の構築」日本独文学会西夏本支部第53圃研究発

　表会　於：鹿児島大学，2001年12月．（ロ頭発

　表・単独）

一「オンライン外国語学習システムWeb£xercise

　一可能性と課題一」『書語科学』第37号，pp．57

　－68，2002年3月．（論文・単著）

　‘‘ din　webbasiertes　Lesehi璽fe－System　　驚r　den

　Deutscれunterricht　in∫apan2’7．　Semi且ar　f疽r　Deutsch

　als　Premdsprache，於：流通科学大学セミナーハ

　ウス，2002年3月．（口頭発表・単独）

大学教育研究センター（雷文兼任）

武　　継平

一『異文化のなかの郭沫若』400pp．九州大学出

　版位，2002年12月．（著書・単著）

一『現代昌盛散文選』166pp．申国書店，2002年

　9月．　（編注・単信）

一『漢語歩歩高（初級）』100pp．中国書店，2002

　年3月．（教科書・共著）

一「北伐時の郭沫若」『言語文化論究』No．16，

ppほ5－2＆九州大学大学院書語文化研究院，

2002年7月．（論文・訓達）

Backley，　P魏や

」The　Status　of　Coda　Consona撹s2雪語学研究会の

　第50回言語学研究会　於：九州大学，2002年6

　月．（口頭発表・単独）

一“orosodic　Markers　in酸elodic　Represe煎aξion2’『言

　語文化論究』No．16，　pp．125－！45．九州大学大

　学院言語文化研究院，2002年7月．（論文・単

　著）

石　汝悉

一「中国語の一方言，言語について」

　第13距i言語研究会，於九州大学2001年11月・

　（口頭発表，単独）

一「関於江潅方言和呉語的辺界問題研究」歴史文

　献データと野外データの綜合を黙指した漢語方

　言史研究（基盤研究（B），研究代表者太田斎）

　研究会，於神戸学園都市UMTY2002年！月・

　（口頭発表・単独）

一「関於中華寮母本《三世醤》的校点問題」『言

　語科学』37，pp．35－47．九州大学大学院言語文

　化研究院言語研究会，2002年3月．（論文・単

　著〉

一「蘇想方言的比較乾式」「中国東南部方言比較

　研究計画」学術討論会，於：杭州師範学院，2002

　年4月．（口頭発表・単独）

一「《明野呉語詞典》的編纂和栢関問題」

　歴史文献データと野外データの綜合を臣指した

　漢語方言史研究（基盤研究（B），研究代表者

　太田斎）研究会，於神戸学園都市UNI7Y2002

　年6月（口頭発表・単独）

一「蘇州方言的性別問題」首届社会語言学学術薪

一190一
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　討会発表，於：北京語欝大学，2002年9月　（口

　頭発表・単独）

一WGroo室aers著『中国言語地理学のために』（申

国語訳本）上海教育出版社，2002年11月．（翻

訳・共訳）
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