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FUKUSHIMA   Noritaka 
ふく しま のり たか 

教授  福 嶌 教 隆  1952 生 
 
Ⅰ 学位 言語学博士（Doctor en Filología） 
 
Ⅱ 専門分野 イスパニア語学 
 
Ⅲ 略歴 

1974 年３月 大阪外国語大学外国語学部イスパニア学科卒業（文学士） 
  1974 年４月 大阪外国語大学外国語学研究科イスパニア語学専攻修士課程入学 
  1976 年３月     同  上               修士課程修了（文学修士） 
  1976 年４月 天理大学外国語学部イスパニア学科助手就任 
  1979 年４月     同  上        講師昇任 
  1982 年４月 神戸市外国語大学外国語学部助教授就任 
  1986 年７月 スペイン国マドリードへ在外研究員として留学（〜1987 年９月） 
  1986 年９月 マドリード大学（Universidad Complutense de Madrid）言語学部（Facultad de Filologіa）スペイン

語学科 
           （Departamento de Filologia Española）大学院博士課程入学 
  1991 年４月 スペイン国オルテガ・イ・ガセット研究所へ交換教授として派遣（〜1992 年３月） 
  1992 年６月 マドリード大学言語学部スペイン語学科大学院博士課程修了（言語学博士） 
  1995 年４月 神戸市外国語大学外国語学部教授昇任 現在に至る 
  1995 年 10 月 スペイン国アルカラ大学へ交換教授として派遣（〜1996 年 3 月） 
  1999 年 5 月 アルカラ大学へ交換教授として派遣（〜1999 年 6 月） 
  2003 年 4 月 アルカラ大学へ交換教授として派遣（〜2003 年 7 月） 
  
Ⅳ 研究活動 

現代イスパニア語統語論・意味論の研究。動詞の叙法対立，殊に直説法と接続法の差異をメインテーマとする。また日

本語とイスパニア語の対照研究も行う。 
 
１．著書 

Indicativo y subjuntivo 共著（Ignacio Bosque 編） Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara 1990 
『講座日本語と日本語教育 12 言語学要説（下）』 共著（近藤達夫編） 明治書院 1990 
『日本語とスペイン語』全 3 巻 共著（国立国語研究所編） くろしお出版 1994, 1997, 2000 
『中級スペイン文法』 共著（山田善郎監修） 白水社 1995 
『スペイン語の世界』 共著（寺崎英樹他編） 世界思想社 1999 
Lesser-Used Languages and Romance Linguistics 共著（Tullio de Mauro 他編） Roma: Bulzoni Editore 2002 
『日本語話者のスペイン語習得に関する研究』（外国語研究 57） 共著（Montserrat Sanz 代表） 神戸市外国語大

学 2003 
『スペイン語の贈り物』 単著 現代書館 2004 
『主題の対照』 共著（益岡隆志編） くろしお出版 2004 

  
２．論文 
（＊1999 年度報告書に記載したものは除く） 

「アメリカ大陸のイスパニア語における叙法について（４），（５）」 （『神戸外大論叢』第 51 巻第 4 号，第 52 巻第

5 号所収） 単著 外大研究会 2000, 2001 
「『スペイン語記述文法』における叙法の取り扱いについて」 （『ロマンス語研究』第 34 巻所収） 単著 日本ロ

マンス語学会 2001 
“En busca del valor del modo subjuntivo (desde el punto de vista de la lingüistica japonesa)” （Hispanica 
Polonorum 第 3 号所収） 単著 Lodz: Roscislaw Pazukhin 2001 
“Sobre los modos verbales en la Gramática Descriptiva” （『西語西文研究』第 18 号所収） 単著 韓国西語西文

学会 2001 
“El modo verbal en el español de América” （『西語西文研究』第 21 号所収） 単著 韓国西語西文学会 2001 
「スペイン語と日本語のモダリティの対照について」 （『日本語学』第 21 巻第２号所収） 単著 明治書院 2002 
「イスパニア語の「〜ということ」節における叙法選択について」 （『神戸外大論叢』第 53 巻第 6 号所収） 単著 

外大研究会 2002 
「スペイン語と日本語の主題の対照研究の動向」 （Clavel 第 1 号所収） 単著 対照研究セミナー 2003 
「イスパニア語接続法の教育方法について」 （『神戸外大論叢』第 54 巻第 7 号所収） 単著 外大研究会 2003 
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３．その他の研究活動 
（１）訳書 

なし 
（２）辞典 

『現代スペイン語辞典』 共編（宮城昇他代表） 白水社 1990 
（３）教科書 

『新世代のスペイン語 入門編』 単著 くろしお出版 1990 
『新世代のスペイン語 応用編』 単著 くろしお出版 1993 
『コミュニケーションのためのスペイン語』 単著 芸林書房 1999 
『生き活きスペイン語』 単著 朝日出版社 2005 

（４）書評 
  （＊1999 年度報告書に記載したものは除く） 

「Frank R. Palmer: Mood and Modality, 2nd. ed.」 （Hispánica 第 46 号所収） 単著 日本イスパニヤ学会 2002 
（５）その他 

 （＊1999 年度報告書に記載したものは除く） 
『スタンダード 40 スペイン語』 単著 日本放送出版協会 2000 
『くらべて学ぶスペイン語』 単著 朝日出版社 2002 
『スペイン語文法課題の検索データバンク』（平成 13・14・15 年度科学研究費補助金研究成果報告書）共著（高垣

敏博代表） 2004 
「『スペイン語記述文法』における叙法の取り扱いについて」 日本ロマンス語学会第 38 回大会口頭発表 東京大学

2000 
 “Sobre los modos verbales en la Gramática Descriptiva” 韓日スペイン語学会第 1 回大会口頭発表 プサン外国

語大学（大韓民国） 2000 
「aunque に導かれる叙法について」 日本イスパニヤ学会第 46 回大会口頭発表 東京大学 2000 
 “El modo verbal en el español de América” 韓国スペイン学会国際会議第1回大会口頭発表 国立チョンブク大学

（大韓民国） 2001 
“Un pequeño informe sobre la selección del modo −con especial referencia a las cláusulas factivas−” 日本イス

パニヤ学会第 48 回大会口頭発表 東京外国語大学 2002 
「接続法の教授法について」 日本イスパニヤ学会第 50 回大会口頭発表 南山大学 2004 

  
Ⅴ 教育活動 

「イスパニア語Ⅰ②」 （必修科目／専攻語学／イスパニア学科Ⅰ階程） 初級文法 
「イスパニア語Ⅲ作文」 （必修科目／専攻語学／イスパニア学科Ⅲ階程） 中・上級作文 
「イスパニア語Ⅳ作文」（前期） （必修科目／専攻語学／イスパニア学科Ⅳ階程） 上級作文 
「イスパニア語学概論」 （選択科目／専攻語学／語学文学関係科目 a／イスパニア学科） 音韻論・形態論・統語論・

通時論・言語地理などの概説 
「研究指導」 （研究指導／イスパニア学科） イスパニア語学及び文化に関する研究 
「イスパニア語学演習」 （大学院外国語学研究科／修士課程） イスパニア語の統語論・意味論的研究 
「欧米言語演習Ⅴ（現代スペイン語語法研究）」 （大学院外国語学研究科／博士課程） イスパニア語の叙法に関する

統語論・意味論的研究 
  
Ⅵ 学会活動 

日本イスパニヤ学会，米国スペイン語ポルトガル語教育者連盟（The American Association of Teachers of Spanish and 
Portuguese），日本ロマンス語学会，日本語学会，日本言語学会，日本フランス語学会，日本語文法学会，アジア・イ

スパニスタ学会（Asociación Hispanista de Asia），ラテンアメリカ言語学文献学会（Asociación de Lingüistica y 
Filologia de la América Latina） 

  
Ⅶ その他の活動 




