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      英語教員の皆様、土曜日とウィークデイの 

     “After 5”で英語の専修免許を取りませんか。  

2020年の小学校英語導入に伴い、中高の英語教員のスキルアップが急務となってきて

います。                                                  
聖徳大学大学院 言語文化研究科 英米文化専攻では現職教員と教員を目指す学生の 

英語力向上をサポートしています。月～金は仕事を終えてから、土曜日は都合の付く 
時間帯に英語力を磨き、修士号と専修免許状が修得できます。                   
英語の 4技能＜聞く・話す・読む・書く＞の実力アップに加えて、英米文学・英語学・ 
英語教育の専門性を高めることができ、大学の英語教員への道も開けます。 
大学院入学は年に 2回（春学期：4月～、秋学期：10月～）可能です。  

   ＊入試日程：(春学期入学) 平成 28年 8月 27日(土)、11月 19日(土)、 

平成 29年 2月 11(土)～13日(月)のうちの希望日。 

    ＊選考方法：書類審査、専門知識、小論文、口述試験（過去問は閲覧可能）                

 

 主な授業科目 

博士前期課程 開  講  科  目 

研究科共通科目 論文指導（Ⅰ，Ⅱ）、異文化コミュニケーション（Ⅰ,Ⅱ）、言語文化研究（Ⅰ～Ⅶ）、

言語文化研究方法論 

専攻専門科目 英米文化特殊講義（Ⅰ，Ⅱ）、英米文化特別研究（Ⅰ，Ⅱ）、 

英米文学特殊講義（Ⅰ，Ⅱ）、英米文学特別研究（Ⅰ，Ⅱ）、 
英語学特殊講義、英語学特別研究、英語表現論研究、英文特殊研究（Ⅰ，Ⅱ）、 
英語教育論、フランス語演習、 ラテン語演習 

博士後期課程  

研究科共通科目 論文指導（Ⅰ，Ⅱ, Ⅲ） 

専攻専門科目 英米文化特論（Ⅰ, Ⅱ）、英米文学特論（Ⅰ, Ⅱ）、英語学特論 (Ⅰ,Ⅱ） 

 

 授業科目概要（抜粋） 

英語学特別研究 

 

英語の時制に関する問題点をじっくり考え、問題解決の力を養います。この授業により

英語の「相」(aspect) にも興味が湧いてきます。 

英米文学特殊講義 1 

 

千年以上のイギリス文学の流れを把握し、代表的な作家と作品を読みながら、イギリス

文学とは何かというテーマについて考察します。 

言語文化研究Ⅳ どんな文化にも笑いを生み出す言語の「わざ」がありますが、この授業では英語の笑い

の構造を調べ、ユーモア文の仕掛けを理解します。 

 

 修士論文のテーマ（最近の主なもの）： 
  「ウィラ・キャザ―研究―女性像とその生き方について」 

  「『二十日ねずみと人間』と『真珠』の研究」 

  「現代英語の複合形容詞の強勢について」 

  「will の持つ中核的意味とその周辺的意味のネットワークに関する意味論的考察」 

  「中英語後期における There 構文の諸相」 

 

 



 学会等の活動： 

１） 年に 1回（12月初旬）言語文化学会を開催し、講演と研究発表をとおして、会員の相互啓発をおこなっています。 

２） 学会紀要『言語文化研究』を年に 1冊発行し、会員の教育研究活動の成果を全国に発信しています。 

３） 関連活動のご案内 

  ① 聖徳大学「英語教師セミナー」：英語教師の英語の学びを支援することを目指して活動しています（受講料は無料 

です）。平成 27年度は 18回開催し、のべ６7名が参加し、文学・語学・教授法のテキストや文献を読みました。 

（詳細は大学のホームページをご覧ください。） 

  ②「大塚英語教育研究会」：筑波大学文京校舎（地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅の近く）で、年に８回、著名な英語研究者の

講演、および英文のテキストの輪読会を開催しています。機関誌『大塚フォーラム』を年に１冊刊行し、会員の 

業績を発信しています。英語教員の入会を歓迎します。研究会のホームページをご覧ください  。

(http://otsuka.news.coocan.jp/) 

 

 

 修了生の声（個人情報保護のため氏名等は控えています。） 

 英語を専門的に勉強したいという思いを実現するため、仕事を辞めて聖徳大学大学院へ入学しました。 

独学では学べない中世の英語やラテン語などを学び、中世の英語に関する修士論文を仕上げることができ、 

とても有意義な２年間でした。                                                （受験時：地方公務員） 

 私は聖徳大学で充実した時間を過ごすことができました。履修に関しては、夜間授業と土曜授業を組み合わ

せ、充実した履修ブランを立てることができました。授業は対話型で、先生方から「なぜそうなのか」を考え

る機会を常にいただき、研究の輪郭をつかみました。今でも先生方からは、学会や読書会などをとおして 

ご指導をいただいています。 

                                                                （受験時：公立高校教諭） 

                  
                        問い合わせは akifuji@seitoku.ac.jp（藤原保明)まで、気楽にどうぞ。 
 
 
担当教員プロフィール 

 
 
 
 

 

伊藤笏康：教授、放送大学客員教授。専門分野：言語の哲学、論理学 

      主な著書：『人間に何が分るか』、『言葉と発想』、『逆転の英文法』 

     担当科目：ラテン語演習、言語文化研究Ⅳ、英米文化特殊講義Ⅰ, Ⅱ、英米文化特別研究Ⅰ, Ⅱ、 

英米文化特論Ⅰ, Ⅱ 

竝木崇康：教授、茨城大学名誉教授。専門分野：英語学、現代英語の派生形態論（語形成） 

主な著書：『語形成』、『単語の構造の秘密』、『日英対照英語学の基礎』（共著） 

      担当科目：英語学特殊講義Ⅰ, Ⅱ、英語表現論研究 

腹部千代子：教授、 専門分野：イギリス文学、マンスフィールドの作品研究 

      主な業績：『マンスフィールド事典』（共著）、『マンスフィールドの伝記』（共訳） 

      担当科目：英米文学特殊講義Ⅰ, Ⅱ、英米文学特別研究Ⅰ, Ⅱ 

藤原保明：教授、大学院研究科長、筑波大学名誉教授、文学博士。専門分野：英語史 

      主な著書：『古英詩韻律研究』、『英語の語形成』（共著）、『古英語の初歩』（共著）、古英詩の世界』、 

『言葉をさかのぼる』 

      担当科目：言語文化研究Ⅰ, Ⅱ、英語学特別研究、英文特殊研究Ⅰ, Ⅱ 

C.ブティエ：准教授、専門分野：比較文化論、日本語教育 

      担当科目：フランス語演習 

http://otsuka.news.coocan.jp/
mailto:akifuji@seitoku.ac.jp


 
 
  伊 藤 笏 康 （いとう・しゃっこう） 

 

 
 

大学院受験生へのメッセージ 
 研究はまず、自分にとって面白く愉快で明るいものであることが大切です。それがなければ、「なんで

自分はこんなことをしているのだろう」と後悔することになります。しかしその一方、自分の研究をつ

ねに他人の目で冷静に見ることも必要です。独りよがりで楽しがっている姿は、あまり良いものではな

いからです。この点で、よい先生に出会うことは一番のカギになるでしょう。あなたが大学院に入られ

たら、まず先生を探して下さい。きっと見つかると思います。 

大学院に進学したきっかけは何ですか？ 
 私は元農学部にいて、実験の毎日でした。ある日、「実験をすれば本当に真理が得られるのか」という

疑いが湧いてきて、実験以外のいろいろな研究分野を勉強してみましたが、何も答は得られませんでし

た。そんな中で『科学哲学のすすめ』という本に出会い、自分のやりたいことはこれだと思い、後先も

考えずに科学哲学の大学院に入ってしまいました。自分のやりたいことに出会った嬉しさが、はたから

見れば冒険的な行動を後押ししてくれたのだと思います。 

大学院での勉強の様子を知りたいのですが。 
 当時の科学哲学の大学院は、いわゆる「授業」はほとんどなく、先生が毎時間考えられた最新の内容を発表

され、学生たちと一緒に議論して終わるといったものでした。そして「学術用語」に逃げることなく、自分の

考えは自分がもっともふさわしいと思う言葉で語り、たとえ初歩的に見えることでも、分からないことは徹底

的に質問して議論するという日々でした。もちろん哲学史や辞典的な知識は知っていることが前提だったので、

農学部から転科した身にはかなりハードでした。ただ院生同士の読書会が盛んで、その中には私同様転科した

人も多くいたので、その点では臆することなくのびのびと勉強できました。 

大学院を出てからの経歴を教えてください。 

 修士を２年、博士課程を３年終え、東大教養学部の哲学研究室の助手に拾ってもらいました。そこで７

年助手をしましたが、７年と言う長さは現在でも助手としての「最長不倒」だということです。そののち

できたばかりの放送大学に移り、そこに１０年いました。放送大学で授業を担当するというのは、教科書

を書き、放送教材を作るということなので、これは人前で「書き」「話す」よい練習になりました。その

のち聖徳大学で哲学を教えていたのですが、なりゆきで英語とラテン語も教えるようになり、現在に至っ

ています。 

大学院に進学した結果として得られたことは何ですか？ 
 尊敬できる恩師、とてもかなわない同僚にたくさん出会ったことでしょう。言葉を変えると、自分の専

門を通じて、人間の深さを思い知らされたということに尽きると思います。またそんな中で、自分なりに

してきた努力が小さくても「かわいい」と思えることは幸せだと思います。財運は今一つでしたが、学問

を通じて人間が「明るく」なったことは確かだと思います。 

主な研究成果を知りたいのですが。 
 『人間に何が分かるか』（勁草書房）、『言葉と発想』（放送大学教育振興会）という本を書いています。

辛抱強い方は読んでみてください。『言葉と発想』は放送教材も流れているので、そちらを聞いていただ

いた方が楽だと思います。また、有名でも完読した人がいないという噂の『こころともの』（勁草書房）

という訳書もあります。これは専門書なので、その方面に興味のある方は手に取っていただければ幸いで

す。 

 

 



 

竝 木 崇 康（なみき・たかやす） 
 
 
 

 

大学院受験生へのメッセージ 
 たとえば日常生活の中のふとしたことから言語に関する疑問が芽生えます。それは英語に関するもの

だったり、日本語に関するものだったりします。「これは面白い！」と感じる感性の豊かさとそれを掘り

下げていく粘り強さがとても大切です。いわゆる「知的好奇心」と「持続力」と言ってもいいかもしれ

ません。それらを高めたり強めたりするものの１つに大学院での研究があると思います。 

大学院に進学したきっかけは何ですか？ 
 高校生のときに「高校の英語の先生になりたい。」と思い、東京教育大学（筑波大学の前身）の文学部

英文科に 1968 年に入学しました。しかしその年の 7 月に学生によるストライキが始まり、その後は 2

年生の 10 月まで授業はありませんでした。授業再開後 2 年半必死で勉強し、卒業を迎える頃になりま

したが、4 年間ではなく 2 年半勉学しただけで卒業することに納得がいかず、もっと学びたいという気

持ちが強くなり、同大学の大学院に進学しました。 

大学院での勉強の様子を知りたいのですが。 
 学部 3 年生の頃の英語学の授業で、当時急速に発展していた生成文法理論と出会い、その魅力に取りつ

かれました。国際的に活躍されていた何人もの英文科の先生方から熱心な教えを受け、1 年上の先輩方と

同級生で英語学の専門に進んだ大勢の人達とともに、英語の統語論（いわゆる英文法）の研究から始めま

した。その後、大学院修士課程では音韻論の理論的な研究をし、博士課程では再び統語論の研究をしまし

た。その間、大塚英語学談話会（その後、東京英語学談話会に改称）という、読書会と研究発表会を行う

研究会で発表を行い、英文の機関誌に覚書や論文が掲載される幸運にも恵まれました。 

大学院を出てからの経歴を教えてください。 

 博士課程 2 年次の冬頃に茨城大学教育学部への就職が決まり、水戸へ赴任しました。1978 年頃より、

英語の統語論から派生形態論（語形成）へと研究の関心が次第に移り、32 歳のときにフルブライト基金

による奨学金を頂き、アメリカのマサチューセッツ州立大学アマースト校の言語学科に 1 年間若手研究員

として留学しました。そこで Edwin Williams 先生のご指導を受けたことと、Thomas Roeper 先生や 

Elisabeth Selkirk 先生とも親しく言葉を交わし教えを受けたことで、自分の研究が発展するきっかけにな

りました。その後、35 歳のときに最初の著書（『語形成』新英文法選書第２巻）を上梓する機会に恵まれ

ました。1995 年に教授になり、1997 年には 10 か月間、再度マサチューセッツ州立大学の言語学科で

英語と日本語の語形成(特に複合語)の研究に従事しました。また 2009年に 2冊目の著書を上梓しました。

65 歳で茨城大学の定年を迎え、聖徳大学に移り、現在に至っています。 

大学院に進学した結果として得られたことは何ですか？ 
 自分の好きなことを自由に 40 年以上も研究し続けられていること、成果を著書や論文などの形でまと

められたこと、英語学特に英語の語形成を学ぶ若い仲間を育てられたこと、海外で研究する機会に 2 度恵

まれたこと、その結果として外国の専門雑誌や論文集などに寄稿できたこと、自分が面白いと思うことを

授業で自由に教えることができていること、などでしょうか。 

主な研究成果を知りたいのですが。 
主な著書：『語形成』（大修館書店、1985 年）、『単語の構造の秘密―日英語の造語法を探る―』(開拓社、

2009 年)、『日英対照 英語学の基礎』(共著)（くろしお出版、2013 年）。 

主な論文：”The Categorial Status of Like from a Morphological Viewpoint,” English Linguistics, 

5(1988). 

“Morphological Variation in Japanese Compounds” Lingua, 120 (2010), 「複合語と派生語」『レキシコ

ンフォーラム』6（2013）  



 
  腹部 千代子  （ふくべ・ちよこ） 

 

 

 

 

大学院受験生へのメッセージ 
「学ぶことに早いも遅いもない。本気で学ぼうと思ったときがベストである」と考えています。大学院に進学

して学ぼうと本気で考えている方は、ぜひ挑戦して下さい。細切れの時間ではなく、まとまった時間を確保す

ることができ、落ち着いて深く専門領域について深く学ぶことができます。社会人の方も臆することなく受験

してほしいと思います。それまでの経験を活かせる機会がたくさんあるからです。年齢ではなく、熱意と情熱

が新たな道を切り開くのだと思います。 

大学院に進学したきっかけは何ですか？ 
 大学を卒業してすぐに高等学校の教員になりました。仕事をしながら英語の勉強を続けていましたが、仕事

に追われることが多く時間を確保することが難しくなっていきました。加えて、英語を教えている以上、いつ

か本物の英語・イギリス文化に直に触れなければならないのではないかという気持ちが強くなり、思い切って

退職して、イギリスのヨーク大学大学院に留学しました。ずっと英語教師をしていましたので、英語教育を専

攻しました。 

 帰国後は、もっと教育の現場に活かせるようなことを学びたいと考え、筑波大学の大学院に進学しました。

筑波大学大学院教育研究科の英語教育コースでは、英語学、英語教育、英米文学を専攻することができること

を知り、考えが変わって筑波大学では文学を専攻しました。  

大学院での勉強の様子を知りたいのですが。 
 イギリスでも日本の大学院でも図書館の蔵書が大変充実していましたので、授業のないときにはほとんど図

書館にこもっていました。イギリスの図書館では、当たり前ですが、英語の蔵書に囲まれ、筑波大学の図書館

では地下の階にある洋書の古書に囲まれて勉強することが楽しみでした。また、書架に置かれた古い雑誌から

専門分野の論文を探し出して読むことも楽しみの一つになりました。  

大学院を出てからの経歴を教えてください。 

 筑波大学大学院修了後、福島県にある奥羽大学歯学部の講師に採用され、一般英語を教えることになりまし

た。歯学部の学生を対象としていましたので、授業では英語で書かれた歯学の入門書を読みました。それは自

分の専門分野とはまったく異なる教科書でしたが、興味深かったです。その後、聖徳大学で教鞭をとるように

なりました。こちらでは最初は英米文化学科、次に文学科に所属となり、現在は「イギリス文学史」、「英米の

詩」、「英米の戯曲」の授業を担当しています。大学院では言語文化研究科に所属し、イギリス文学の講座を担

当しています。 

大学院に進学した結果として得られたことは何ですか？ 
 留学の場合、語学の勉強を主な目的にして、学位取得を目指さないこともあり得ますが、学位を目指すとな

ると言葉の問題もあり、かなり大変です。学位を取る場合、それだけ責任が生じ、かなり真剣に取り組まなけ

ればなりません。しかし、私の場合、幸いなことに学位を取得することができたことから、留学したことの結

果をキャリアアップにつなげることができました。  

主な研究成果を知りたいのですが。 
専門分野：イギリス文学・文化。キャサリン・マンスフィールドの作品・作家研究。 

著書：『英語圏文学』（人文書院、2002）（共著）、『マンスフィールド事典』（文化書房博文社、2007）（共著）。 

翻訳書：キャスリーン・ジョウンズ著『マンスフィールドの伝記』（文化書房博文社、2013）（共訳）。 



 
      藤 原  保  明（ふじわら・やすあき） 
 
 
 

 

大学院受験生へのメッセージ 
 「思い立ったが吉日」という格言があります。「鉄は熱いうちに打て」ということもあります。学問は

若いうちにしっかりと身につけると、充実した一生が送れると思います。「豊かな人生は自分自身が成長

し続けることにある」というのが私の信条です。子や孫や教え子の成長も楽しみですが、自分の仕事で

ある英語史の研究と教育を通して、自分の成長を実感することに生きがいがあります。大学の教員にな

ってから 44 年目ですが、まだまだ分らないことがたくさんあります。           

大学院に進学したきっかけは何ですか？ 
 高校の英語教員の採用試験は受かっていましたが、このまま教員になることへの大きな疑問と不安が

ありました。大学時代は全国的な「大学紛争」に巻き込まれましたが、勉強中心の生活でした。それで

も、英語の 4 技能はもとより、専門のシェイクスピアを中心とするイギリス文学の知識も研究力もそれ

ほど高くなく、ましてや英語学の専門知識は不十分だと感じました。それで、進学の道を選び、専門も

英語学に切り替えました。 

大学院での勉強の様子を知りたいのですが。 
 専門を文学から語学に切り替え、しかも英語史というほとんど未知の領域に足を踏み入れたことから、

かなり苦労しました。この分野の院生は私一人のため、ゼミでは『アングロサクソン年代記』や「カンタ

ベリ物語」などを一人で読まされ、音韻論や英語史などの論文は自分で読まねばなりませんでした。受講

生が 4 名いた生成音韻論のゼミでの輪読は比較的楽でしたが、学部生用の英語史の授業ではドイツ語で書

かれていたテキストを院生の私が一人で読み、それを先生がコメントし、学部の受講生は聞いているだけ

でした。その他、記述英語学や言語学関係のゼミも楽ではなかったものの、2 年近くすると力がつき、英

文 100 枚の修士論文も仕上げることができました。週 3 日は都内の中高一貫校で英語の講師を務め、生

活費を稼いでいました。 

大学院を出てからの経歴を教えてください。 

 大学院 3 年目に熊本大学教育学部への就職が決まり、助手 3 年、講師 3 年の合計 6 年間をそこで過ごし

ました。この間にいくつもの大学から誘いがありましたが、隣の文学部が助教授で迎えてくれたので、そ

こで 4 年間務めました。熊本では 4 年目から古英語と生成音韻論の研究に集中しました。筑波大学から

声がかかり、その地に移ることにし、古英詩の韻律研究に専念し、46 歳の時に文学博士の学位を取得し

ました。その翌年からロンドン大学で研究する機会が与えられ、その後、教授になり、さまざまな役職も

経験しました。63 歳で定年を迎え、聖徳大学に移り、現在に至っています。 

大学院に進学した結果として得られたことは何ですか？ 
 自分の好きな専門を 40 年以上も続けられ、成果を著書・論文にまとめ上げ、博士の称号が授与された

こと、英語学や英文学を専門とする若い仲間を育てられたこと、自分の英語力が少しづつ向上してきてい

ること、26 年間奉職した筑波大学から名誉教授の称号を与えられたこと、海外で英語学の研究をする機

会が与えられたこと、就職の心配なく過ごせたこと、などなどです。 

主な研究成果を知りたいのですが。 
主な著書：『古英詩韻律研究』(渓水社)、『英語の語形成』(共著)(英潮社)、『古英語の初歩』(共著)(英潮社)、

『言葉をさかのぼる』(開拓社)。 

主な翻訳書：『中世の食生活』(法政大学出版局)、『古英詩の世界』(筑波大学)。 

高校英語教科書：Revised Milestone English Reading (啓林館), Milestone English Reading (啓林館)。 

その他：『言葉の絆』(藤原保明博士還暦記念論文集)(開拓社)、Tsukuba English Studies: A Festschrift in 

Honor of Yasuaki Fujiwara,  27, 2009, [筑波大学退職記念論文集] (筑波大学英語学会) 。 
 



 
  クリスティアン・ブティエ 
 
 
 
 

 

大学院受験生へのメッセージ 

 日本学を専攻し、フランス語教育の研究もしています。本学大学院ではフランスに関する研究、メディ

アのフランス語、ならびに和仏・仏和翻訳を指導します。日本語が母語ではありませんが、フランス語圏

のメディアから和訳する指導も行います。共通語形が多い英語とフランス語において、特に学術用語や専

門用語で共通するものが7割以上あるため、フランス語の勉強と研究をしながら英語の語彙力もアップし

ます：一石二鳥です。 
 
大学院に進学したきっかけは何ですか？ 
 パリ大学の日本学学士課程では「翻訳・通訳コース」を専攻しましたが、卒業の際の先生の励ましで

進学することになりました。それとほぼ同時に日本語能力検定試験１級に合格しましたが、やはり「物

足りない」という気持ちを持っていました。日本社会について研究し、日本についてたくさんの事を学

ぶ事が出来たと共に、語彙力もアップしました。そのおかげで修士号を取得し、より良い教員のポスト

に就くことが出来ました。 

 今振り返ってみますと、学士号、修士号および日本語能力検定試験１級は、日本語と日本文化の学習

の上でとても良い土台になったと考えております。 
 
大学院での勉強の様子を知りたいのですが。 
 学士課程での通訳・翻訳コースから、修士課程では日本社会においての地震対策というテーマについて

切り替えました。しかし当時フランス語で書かれた参考文献がなく、日本語と英語の資料だけを使わざる

を得ませんでした。幸い英語もある程度身に付いていた（TOEIC 870;TOEFL 660）ことで助かりました

が、日本語の資料で研究するのは苦労しました。当時しばらく静岡県に滞在できたことによって、県の地

震対策課の課長の方に膨大な資料とアドバイスもいただき、研究は大変だったものの無事終了することが

できました。 

 
大学院を出てからの経歴を教えてください。 

 大学院修士課程終了後静岡市の英和短期大学（現在、英和大学）の非常勤講師になり、そして毎年新し

い大学の非常勤の仕事ができました。常葉大学・日本大学・静岡市の国立大学を経て、1993 年に聖徳大

学に赴任し、現在に至っています。 
 
大学院に進学した結果として得られたことは何ですか？ 
 研究を続けながら通訳の研修に参加した後、大学の仕事の傍らで翻訳の仕事もしました。様々な分野の

翻訳は主に企業のためのものでした。それによって、私の視野が広がると共にこれらの分野での専門用語

も身につけることができました。勉強をし続けた結果として自分の専門だけではなく世の中の見方が変わ

り、私の価値観も変わってきました。 

主な研究成果を知りたいのですが。 
主な著書：『プチロワイヤル仏和辞典』(旺文社)の増補；『ゼロから話せるフランス語』（共著）（三修社）。 

最近の論文：『フランスにおける親族呼称と親族名詞』（単著）（聖徳大学 言語文化研究所 論叢 2013） 

『フランスの「goût」（味覚）に関して』（単著）（聖徳大学 言語文化研究所 論叢 2014） 

『フランス語における身体部位の表現の特徴』（単著）（聖徳大学 言語文化研究所 論叢 2015） 

『様々な時代におけるフランスの象徴としての動物』（単著）（聖徳大学 言語文化研究所 論叢 2016） 

 


