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◆ 学位 
学位名  博士（文学） 京都府立大学  修士（英語教授法）テンプル大学 

取得方法  課程　平成 29 年取得  課程　平成 23 年取得 

◆ 学歴 
大学  京都府立大学文学部文学科　平成 20 年卒業 

大学院  京都府立大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得認定退学　平成 27 年 

◆ 学内職務 
（平成29年度） 

▪  入試・広報委員  ▪  図書委員 

▪    ▪   

◆ 担当授業科目 
（平成29年度） 

▪  キャリア英語  ▪  エリアスタディー（北アメリカ） 

▪  英文法　  ▪   

◆ 職務上の実績に関する事項（資格,免許,特許,等） 

▪   

◆ 専門研究分野  ◆ キーワード 

英語学  認知言語学 
▪  主体化  ▪  主語省略 

▪  指示性  ▪  知覚動詞 

◆ 研究概要  知覚動詞における主語省略発話の意味論的分析 

◆ 所属学会 
▪  日本認知言語学会  ▪  日本英語学会 

▪  大学英語教育学会  ▪  関西言語学会 

◆ 主要論文（５件程度） 

書名・タイトル  単/共  発行年月日  発行所,発表雑誌等,発表学会の名称 

▪ 

Phonological Progress  
and Processes with   
American English  
Phonemes /v/, /l/, and    
/r/: Communicative  
Activities for Teaching   
the English Sound   
System 

共  平成 23 年 
Temple University Japan Studies in     
Applied Linguistics 65: pp. 32-46. テンプ     
ル大学大学院 

▪ 

A Vocabulary  
Development Program  
for Senior High School    
Students: Vocabulary  
Instruction for Japanese   
Learners of English 

単  平成 24 年　 
Temple University Japan Studies in     
Applied Linguistics 75: pp. 39-49. テンプ     
ル大学大学院 

▪ 
話し言葉における省略
発話の再考ー主語省略
と知覚動詞について 

単  平成 26 年 6 月14日 
KLS 34 Proceedings of the 38th Annual        

Meeting of the Kansai Linguistic Society .       
pp. 109-120、関西言語学会 

▪ 

知覚動詞 feel の主語省  
略に関する意味論的分
析 
 

単  平成 27 年 3 月 
JACET Kansai Journal 17: pp. 41-52,  
大学英語教育学会 

▪ 

The Change of   
Grammatical Patterns  
with the Verb Feel  
 

単  平成 27 年 5 月 25 日 
日本認知言語学会論文集15巻, 
Proceedings of JCLA. pp. 208-219、日本    
認知言語学会 
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◆ その他（５件 

書名・タイトル  単/共   発行年月日  発行所,発表雑誌等,発表学会の名称 

▪ 

現代英語における話し
言葉と書き言葉の文法
的差異に関する語彙的
な研究 
ー主語省略と感覚動詞 

単  平成 24 年 12 月 1 日 
日本語用論学会第15回大会、大阪学院大
学 

▪ 
Elliptical Utterances in   
Spoken English  
Revisited 

単  平成 25 年 6 月 8 日  関西言語学会第38回大会、同志社大学 

▪ 

Interface between  
Pragmatics and  
Semantics: A Case of    
Elliptical Utterances  

単  平成 25 年 7 月 3 日 
International Conference on English    
Linguistics、 韓国英語学会、高麗大学 

▪ 

The Relationship  
between Subject Ellipsis   
and Grammatical  
Patterns 

単  平成 26 年 4 月 19 日 
日本英語学会国際春季フォーラム、同志
社大学 

▪ 
The Change of   
Grammatical Patterns  
with the Verb Feel 

単  平成 26 年 9 月20日 
日本認知言語学会第15回大会、慶應義塾
大学 
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