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47 2014年6月20日 論文
日本国憲法における下級裁判所の違憲審査権
－判決傍論中における憲法判断の問題性を中心に－

The Power of Constitutional Review by Lower Courts
under the Constitution of Japan : With a Focus on
the Problematic Nature of Constitutional Judgments
in Obiter Dicta

教養・基礎科学系 助教 髙澤弘明

47 2014年6月20日 研究ノート
土グラウンドおよび天然芝グラウンドにおける運動による心
理的・生理的変化の比較

A Comparison of Psychological and Physiological
Changes Caused by Exercises on Soil Grounds and
Those Caused by Natural Turf Grounds

教養・基礎科学系
短期大学部生物資源学科
生物資源科学部一般教養

杏林大学保健学部
昭和大学富士吉田教育部
昭和大学富士吉田教育部

助教
専任講師

教授
准教授

専任講師
教授

新井健一
松橋明宏
難波謙二
朝野　聡
弓桁亮介
堀川浩之

47 2014年6月20日 研究ノート
最大努力運動の準備期における予測的な前腕筋酸素化
亢進の特徴

Preparatory Change of Forearm Muscle Oxygenation
for Execution of Maximal Exercise

教養・基礎科学系 助教 岩館雅子

47 2014年6月20日 研究ノート
語彙学習教材の開発 －語彙選定からデジタル教材・多言
語教材まで－

Development of Vocabulary Learning Material
－From Vocabulary Selection to Digital and
Multilingual Material－

千葉大学教育学部
教養・基礎科学系

早稲田大学政治経済学術院
早稲田大学理工学部

情報通信研究機構多言語翻訳研究室
情報通信研究機構多言語翻訳研究室

教授
教授
教授

非常勤講師
室長

主任研究員

西垣知佳子
中條清美
砂岡和子

キャサリン・オヒガン
隅田英一郎
内山将夫

47 2014年6月20日 研究ノート 1864年再訪　南北戦争150周年
Revisiting the Year 1864: The Sesquicentennial of
the Civil War

教養・基礎科学系 非常勤講師 加藤（磯野）順子

47 2014年6月20日 資料
フリーウェアWebParaNews オンライン・コンコーダンサーの
英語授業における活用

Using the Freeware WebParaNews  Online
Concordancer in the EFL Classroom

教養・基礎科学系
早稲田大学理工学術院

情報通信研究機構
千葉大学教育学部

教授
教授

主任研究員
教授

中條清美
アントニ・ローレンス

内山将夫
西垣知佳子

47 2014年6月20日 資料
文法処理時の脳活動に関する近赤外分光法による計測
データ

Data Obtained from Near-Infrared Spectroscopic
Measurement of Brain Activity during Syntax
Processing

教養・基礎科学系
秋田大学教育文化学部

国際教養大学国際教養学部
機械工学科
機械工学科

准教授
教授
助教
助手
教授

内堀朝子
上田由紀子
橋本洋輔
栁澤一機
綱島　均

47 2014年6月20日 資料
多言語検索ツールAntPConc のリメディアル文法指導にお
ける活用

Using the Multi Concordancer AntPConc  in
Remedial Grammar Teaching

教養・基礎科学系
早稲田大学理工学術院

千葉大学教育学部
教養・基礎科学系

教授
教授
教授

准教授

中條清美
アントニ・ローレンス

西垣知佳子
横田賢司

46 2013年6月20日 研究ﾉｰﾄ
英語初級レベル学習者向けコンピュータ版・ペーパー版
DDLの比較

Comparing Computer-based and Paper-based
DDL in the Beginner Level English Classroom

教養・基礎科学系
早稲田大学理工学術院英語教育センター

教養・基礎科学系

教授
非常勤講師

準教授

中條清美
キャサリン・オヒガン

内堀朝子

46 2013年6月20日 研究ﾉｰﾄ
ポール・ローレンス・ダンバーの戯曲「ヘリック―― 想
像上の三幕喜劇」について

A Study on Paul Laurence Dunbar's “Herrick, An
Imaginative Comedy in Three Acts”

教養・基礎科学系
教養・基礎科学系

教授
教授

木内　徹
福島　昇

46 2013年6月20日 研究ﾉｰﾄ
奴隷解放の表象―― ウィリアム・ウェルズ・ブラウン
『逃亡，あるいは自由への飛躍』論（その２）

Representation of Emancipation;William Wells
Brown’s (No.2)

教養・基礎科学系
教養・基礎科学系

教授
教授

木内　徹
福島　昇

46 2013年6月20日 資料 WebParaNewsを利用したWeb版DDL教材の開発
Developing Web-based DDL Tasks Using
WebParaNews

教養・基礎科学系
早稲田大学理工学術院

情報通信研究機構
千葉大学教育学部

教授
教授

主任研究員
教授

中條清美
アントニ・ローレンス

内山将夫
西垣知佳子

46 2013年6月20日 資料
《翻訳≫ポール・ローレンス・ダンバー著　ヘリック想像
上の三幕喜劇

The Translation of“Herrick, An Imaginative Comedy
in Three Acts”by Paul Laurence Dunbar

教養・基礎科学系
教養・基礎科学系

教授
教授

木内  徹
福島 昇

45 2012年6月20日 論文 コーパスを活用した理工系英語のライティング
Corpus Informed Writing for Science and
Engineering

早稲田大学理工学術院英語教育センター

教養・基礎科学系
非常勤講師

准教授
キャサリン・オヒガン

中條清美

45 2012年6月20日 研究ﾉｰﾄ
奴隷解放の表象――
ウィリアム・ウェルズ・ブラウン『逃亡，あるいは自由への
飛躍』論

Representation of Emancipation;
William Wells Brown’s The Escape　Or, A Leap for
Freedom

教養・基礎科学系
教養・基礎科学系

教授
教授

福島  昇
木内　徹

45 2012年6月20日 研究ﾉｰﾄ
異端の寵児――ポーリーン・ホプキンズの戯曲『変わり
者サム、あるいは地下鉄道』について

A Heretical Hero;Pauline Elizabeth Hopkins's
Peculiar Sam, or The Underground Railroad

教養・基礎科学系
教養・基礎科学系

教授
教授

福島  昇
木内　徹

45 2012年6月20日 研究ﾉｰﾄ
米国Reading教科書と英語Graded Readersの英語初
級者向けコーパスデータとしての適正に関する研究

Identifying the Suitability of American Reading
Textbook and English Graded for Beginner-level
Corpus Data

教養・基礎科学系
千葉大学教育学部
数理情報工学専攻

千葉大学大学院教育学研究科

准教授
教授

博士前期課程2年
修士課程1年

中條清美
西垣知佳子
山保太力
落合太一

45 2012年6月20日 資料
《翻訳》ポーリーン・エリザベス・ホプキンス著『変わり者
サム、あるいは地下鉄道』

The Translation of Peculiar Sam,or the Underground
Railroad by Pauline Elizabeth Hopkins

教養・基礎科学系
教養・基礎科学系

教授
教授

福島  昇
木内  徹

45 2012年6月20日 資料
リメディアル学習者の英語習熟度と英語文法熟達度
調査

Identifying the General English Proficiency and
Distinct Grammar Proficiency of Remedisl Learners

教養・基礎科学系
教養・基礎科学系

植草学園大学発達教育学部

千葉大学教育学部

准教授
准教授
教授
教授

中條清美
横田賢司

長谷川修治
西垣知佳子

45 2012年6月20日 資料
Lago WordProfilerによる英語Graded Reader Corpus
のCollocation/Colligation頻度分析

Lago WordProfiler Frequency Analysis of
Collocations and Colligations in an English Graded
Reader Corpus

教養・基礎科学系
Lago言語研究所

千葉大学教育学部
教養・基礎科学系

植草学園大学発達教育学部

准教授
代表
教授

准教授
教授

中條清美
赤瀬川史朗
西垣知佳子
横田賢司

長谷川修治

45 2012年6月20日 資料 新聞コーパスを活用した日本語ＤＤＬ教材と指導実例
Newspaper-Based DDL for Japanese Language
Learners: A CaseStudy

日本女子大学文学部日本文学科

教養・基礎科学系
日本女子大学人間社会学部現代社会学科

千葉大学教育学部

教授
准教授

非常勤講師
教授

田辺和子
中條清美
伊藤誓子

西垣知佳子
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