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Ⅰ 教育活動  

教育実践上の主な業績 年月日 概          要 

 １ 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）     

      

 ２ 作成した教科書、教材、参考書      

    

 ３ 教育方法・教育実践に関する発表、講演等     

      

 ４ その他教育活動上特記すべき事項      

      

Ⅱ 研究活動 

著書・論文等の 

名   称 

単著・共

著の別 

発行または

発表の年月 

発行所、発表雑誌 

（及び巻・号数）等の名称 

編者・著者名 

（共著の場合のみ記入） 
該当頁数 

＜著書＞ 

世界遺産で学ぶスペイン語  

 
共 2018 年１月 朝日出版社 福嶌教隆 

全 80頁 

 

Enseñar español en Japón. Guía sobre 

algunos aspectos de la enseñanza a 

japoneses 

共 2015 年 12 月 
神戸市外国語大学『外国学研究』第 89号 

 

Montserrat Sanz, 

Arturo Escandón, 

Danya Ramírez 及

び Roger Civit 

全 131頁 

 

 ４コマ・スペイン語 (中級) 共 2015 年１月 朝日出版社 福嶌教隆 
全 80頁 

 

＜論文＞ 

Cómo se tocan los instrumentos en español y 

japonés: una representación subléxica desde el 

modelo del Lexicón Generativo 

単 2017年 11月 

神戸市外国語大学『神戸外大論叢』第 67巻第 1

号 

 

 91〜104 



Análisis de algunos ejemplos de 

transferencia lingüística de la L1 en 

estudiantes japoneses de español como L2 

共 2015 年 9月 
スペイン語教育学会（ASELE） 

La enseñanza de ELE centrada en el alumno 
川口正通 823-831 

Subcategorías nominales en español: 

comportamiento léxico-sintáctico y mecanismos 

coercitivos 

単 2017年 5月 

日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA) 

Cuadernos CANELA 

第 28号 

 160〜178 

El microrrelato en el aula de ELE en 

Japón: explotación didáctica y escritura 

creativa 

共 2016年 9月 

スペイン語教育学会（ASELE） 

La formación y competencias del profesorado de 

ELE 

Cathaysa Martel 1175-1185 

¿Contables o incontables? Posibles 

interpretaciones de los nombres 

en español 

単 2016年 8月 
ブラジル・スペイン学会（ABH) 

Atas do VII Congresso Brasileiro de Hispanistas 
 447-453 

El español en Japón: qué y cómo se enseña 共 2015 年 10月 

Secretaría General Técnica 

RedELE. Revista electrónica de didáctica de E/LE 

No. Especial V FIAPE 

 1-20 

Problemas de transferencia de 

los qualia del japonés al léxico del español 
単 2015 年 6 月 

Alfar 出版社, Sevilla  

Jóvenes aportaciones a la investigación lingüística 

 

 337-349 

Allanando el camino de la adquisición: de 

la lingüística a la gramática 

共 2015 年 5 月 

日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA) 

Cuadernos CANELA 

Montserrat Sanz 

及び Danya 

Ramírez  

107-126 

Propuesta de clasificación de algunos 

nombres complejos en el Lexicón 

Generativo 

単 2015 年３月 

神戸市外国語大学『神戸外大論叢』第 65巻第 3

号 

 

 53-69 

La lingüística y la psicolingüística en la 

formación del profesorado de lenguas  
共 2014 年 9 月 

スペイン語教育学会（ASELE） 

La enseñanza del español como LE/L2 en el siglo XXI 

 

Danya Ramírez 及

び Montserrat Sanz 
 911-921 

Diferencias en los rasgos nominales del 

japonés y el español y sus consecuencias en 

el aprendizaje de ELE 

単 2014 年 9 月 

スペイン語教育学会（ASELE） 

La enseñanza del español como LE/L2 en el siglo XXI 

 

 627-635 

Algunos aspectos sobre la incorporación de 

los nombres verbales japoneses en las 

construcciones de verbo ligero 

単 2014 年３月 

神戸市外国語大学『神戸外大論叢』第 64巻第 5

号 

 

 73-89 



Algunas diferencias de comportamiento 

sintáctico entre nombres de tipo complejo 

en japonés y español 

単 2013 年３月 

神戸市外国語大学『神戸外大論叢』第 63巻第 3

号 

 

 87-100 

Análisis contrastivo entre los clasificadores 

del japonés y los nombres partitivos del 

español 

単 2012 年６月 
神戸市外国語大学『研究科論集』第 15号 

 
 39-52 

Falta de correspondencia entre las 

categorías léxicas del español y el japonés y 

su influencia en la clase de ELE 

単 2012 年 5 月 

マニラのスペイン文化センター 

Competencias y estrategias docentes en el contexto 

de Asia-Pacífico 

 118-130 

Discrepancias en las categorías léxicas del 

japonés y el español 
単 2011 年 11 月 

神戸市外国語大学『神戸外大論叢』第 62巻第 4

号 

 

 101-120 

Análisis de biografías lingüísticas: 

inmigrantes japoneses en la CAM, 

¿continuidad y/o ruptura? 

単 2010 年 7 月 

神戸市外国語大学 イスパニア学科研究室 

Iberia 第 10号 

 

 57-89 

Urashima Tarō, el Rip van Winkle japonés 

 
単 2008 年 3 月 

Asociación Cultural para la Difusión de los Idiomas 

Idiomanías 第 16号  
 31-33 

＜口頭発表＞ 

Count/mass alternation in Spanish nouns: 

artifactual and complex types 
単 

2017 年 7 月 
言語科学会(JSLS)、第 19回大会、京都女子大学   

Algunos fenómenos sintáctico-semánticos de uso 

de nombres y verbos en español y japonés 
単 

2017 年 5 月 日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA)、

第 29回大会、セルバンテス文化センター東京 

 

  

La sintaxis de las palabras: categorías 

nominales en español y japonés 
単 

2017 年 2 月 Workshops in Linguistics for Teachers of 

Spanish, organized by the Kobe Project on 

Language Science and L2 Acquisition, Grand 

Front Osaka’s Active Studio 

  

「スペイン語圏の映画文化遺産〜ブニュエ

ルとアルモドバル〜」 
単 

2016年 10月 スペイン語で巡る世界遺産の旅、神戸市外国語大

学市民講座 
  

Subcategorías nominales: nombres 

contables / incontables, estructuras 

partitivas, nombres colectivos 

単 2016年 5月 
日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA)、

第 28回大会、在日本スペイン大使館 
  



El microrrelato en el aula de ELE en 

Japón: explotación didáctica y escritura 

creativa 

共 2015 年９月 

スペイン語教育学会（ASELE)、第 26 回大会、グ

ラナダ大学 

 

Cathaysa Martel  

Why is cooked rice the Japanese staple 

food? –An analysis from Generative 

Lexicon approach– 

単 2015 年７月 
言語科学会(JSLS)、第 17 回大会、別府コンベン

ションセンター 
  

Análisis de algunos ejemplos de 

transferencia lingüística de la L1 en 

estudiantes japoneses de español como L2 

共 2014 年 9 月 

スペイン語教育学会（ASELE)、第 25 回大会、カ

ルロス三世大学 

 

川口正通  

¿Contables o incontables? Posibles 

interpretaciones de los nombres en español 
単 2014 年 9 月 

ブラジル・スペイン学会 (ABH)、第 8回大会、リ

オデジャネイロ連邦大学 
  

El español en Japón: qué y cómo se enseña 共 2014 年 6 月 
スペイン語教師学会国際連盟(FIAPE)、第 5 回大

会、クエンカ公会堂 
Javier Millanes  

Clasificadores del japonés y nombres 

partitivos del español: correspondencias y 

errores en estudiantes japoneses de ELE 

単 2014 年 5 月 
日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA)、

第 26回大会、関西外国語大学 
  

Allanando el camino de la adquisición: de la 

lingüística a la gramática 
共 2014 年 5 月 

日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA)、

第 26回大会、関西外国語大学 

Montserrat Sanz 

及び Danya 

Ramírez 

 

Diferencias en los rasgos nominales del 

japonés y el español y sus consecuencias en 

el aprendizaje de ELE 

単 2013 年９月 

スペイン語教育学会（ASELE)、第 24 回大会、ハ

エン大学 

 

  

La lingüística y la psicolingüística en la 

formación del profesorado de lenguas 
共 2013 年９月 

スペイン語教育学会（ASELE)、第 24 回大会、ハ

エン大学 

 

Danya Ramírez 及び

Montserrat Sanz  
 

What makes Japanese lexical categories so 

unique? –A comparative study between 

Japanese and Spanish– 

単 2013 年５月 神戸 SGGクラブ、神戸クリスタルタワー   

Problemas de transferencia de 

los qualia del japonés al léxico del español 
単 2012 年 11 月 

若手言語学者協会（AJL)、第 27 回大会、セビリ

ア大学 

 

  

Falta de correspondencia entre las 

categorías léxicas del español y el japonés y 
単 2011 年 11 月 

アジア太平洋地域における外国語としてのスペ

イン語 (CELEAP)、第 2回大会、マニラのスペイ
  



 

su influencia en la clase de ELE ン文化センター 

Ⅲ 学会等および社会における主な活動 

２０１５年８月〜 日本イスパニヤ学会 会員 

２０１５年６月〜 言語科学会 会員 

２０１４年４月〜 日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA) 会員  


