
◆経　　歴

昭和36年 4月 愛知大学文学部助手

昭和37年 4月 愛知大学教養部講師（専任）（英語担当）

昭和39年 4月 愛知大学教養部助教授（英語担当）

昭和58年 4月 愛知大学教養部教授（英語担当）（平成 10年 3月まで）

昭和63年 8月 文部省教員組織審査　愛知大学教授（英語担当）

平成 3 年 1月 文部省教員組織審査　愛知大学大学院文学研究科欧米文化専攻

「欧米文学研究Ⅰ」合教授

平成10年 4月 愛知大学国際コミュニケーション学部教授（英語担当）（現在に至る）

内田　武彦教授



（著書）

1 . 中世イングランドの聖者伝説と神秘思想

2 . イギリス文学の旅―イングランド南部篇―

3 . イギリス文学の旅Ⅱ―イングランド北部，スコット

ランド，アイルランド編―

4 . ミステリの都ロンドン

（学術論文）

1 . カンタベリへの巡礼たち（一）

　―ヘリー・ベイリー―

2 . カンタベリへの巡礼たち（二）

　―カノンの從者の話―

3 . カンタベリへの巡礼たち（三）

　―カノンの從者の話（補）―

4 . カンタベリへの巡礼たち（その四）―騎士の話―

5 . カンタベリへの巡礼たち（その五）

　―騎士の話（補）―

6 . カンタベリへの巡礼たち（その六）

　―The Clerk’s Tale（Ⅰ）―

7 .『不可知の雲』の観想について

8 . カンタベリへの巡礼たち（その七）

　―The Clerk’s Tale（Ⅱ）―

9 . 中世英国神秘思想〔Ⅰ〕

　―もうひとつの中世文学世界―

10. 中世英国神秘思想

11. カンタベリへの巡礼たち（その八）

　英国の巡礼地と聖者たち（1）

12. カンタベリへの巡礼たち（その九）

　英国の巡礼地と聖者たち（2）

13. カンタベリへの巡礼たち（その十）

　英国の巡礼地と聖者たち（3）

14. カンタベリへの巡礼たち（その十一）

　英国の巡礼地と聖者たち（4）

15. 文学・歴史・民俗からみた西ヨーロッパの民衆文化

16. 英国古譚詩における死についての一私見

17. カンタベリへの巡礼たち（その十二）

―愛知大学英文科三年生のためのカンタベリ物

語プロローグ（1）―

単著 平成 2年10月 ㈱山口書店

共著 平成 7年12月 丸善㈱　丸善ブックス 038

共著 平成 8年 9月 丸善㈱　丸善ブックス 052

共著 平成11年11月 丸善㈱（丸善ライブラリー）

単著 昭和37年 2月 愛知大学文学会「文学論叢」開学十五周

年特輯号

単著 昭和39年 1月 愛知大学文学会「文学論叢」第 26輯

単著 昭和40年 2月 愛知大学文学会「文学論叢」第 29輯

単著 昭和41年 1月 愛知大学文学会「文学論叢」第 31輯

単著 昭和41年12月 愛知大学文学会「文学論叢」開学二十周

年記念特輯（第 33・34輯合併）

単著 昭和55年 7月 愛知大学文学会「文学論叢」第 64輯

単著 昭和56年 2月 愛知大学英米文学研究会「FOCUS」第9号

単著 昭和56年 7月 愛知大学文学会「文学論叢」第 67輯

単著 昭和57年11月 愛知大学文学会「文学論叢」第 71輯

単著 昭和58年11月 愛知大学英米文学研究会「FOCUS」第10号

単著 昭和59年 1月 愛知大学文学会「文学論叢」第 74輯

単著 昭和59年 3月 愛知大学文学会「文学論叢」第 75輯

単著 昭和59年 7月 愛知大学文学会「文学論叢」第 76輯

単著 昭和59年12月 愛知大学文学会「文学論叢」第 77輯

共著 昭和60年 9月 「文部省科学研究費交付研究報告書」

単著 昭和63年 3月 愛知大学英米文学研究会「FOCUS」第12号

単著 平成元年 3月 愛知大学文学会「文学論叢」第 90輯
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18. パンとワインとミサ―藤田美樹志先生に―

19. カンタベリへの巡礼たち（その十三）

―愛知大学英文科三年生のためのカンタベリ物

語プロローグ（2）―

20. ウィリアム・オッカムへの流れ

　―中世英国神秘思想（その二）―

21. 旅とアーサー王と三つの地

22.『マクベス』と「騎士の話」の悲劇性の比較

（その他）

1 . 雪の日の婦人とロレンス

2 . 中世イングランドのMysticsの個性について

3 . 英国ゴーストスポットを歩く

〔書評〕

3 . エドナ・オブライエン「わが母なるアイルランド」

4 . 佐伯彰―「批評家の自伝」

5 . D. S. Brewer「Chaucer: The Poet as Storyteller」

6 . 田中重弘「シェイクスピアは欺しの天才」

7 . ノエル・R・フィッチ「シルヴィア・ビーチと失わ

れた世代」

単著 平成元年 5月 愛知大学英米文学研究会「FOCUS」第13号

単著 平成 2年 3月 愛知大学文学会「文学論叢」第 93輯

単著 平成 2年10月 愛知大学文学会「文学論叢」第 95輯

単著 平成 8年 6月 愛知大学英文会「愛知大学英文会文集」

単著 平成 8年10月 愛知大学外国語研究室「外語研紀要」第

22号

単著 昭和60年 7月 図書新聞社「図書新聞」

単著 平成 3年11月 日本中世英語英文学会「The Japan Society

For Medieval English Studies」

共著 平成10年12月 同朋社「ワールドミステリーツアー 13」

単著 昭和60年 6月 図書新聞社「図書新聞」

単著 昭和60年 7月 図書新聞社「図書新聞」

単著 昭和60年 9月 図書新聞社「図書新聞」

単著 昭和60年12月 図書新聞社「図書新聞」

単著 昭和61年 8月 図書新聞社「図書新聞」

著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別
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◆経　　歴

昭和30年 4月 北京大学講師（外国人留学生の中国語担当）（昭和 34年まで）

昭和34年 4月 北京工業学校教師（中国文学担当）（昭和 36年まで）

昭和36年 4月 北京工商管理専科学校教師（中国文学担当）（昭和 46年まで）

昭和46年 4月 北京工業大学教師（英語担当）（昭和 47年まで）

昭和47年 4月 北京語言学院助教授（外国人留学生の中国語担当）（昭和 61年まで）

昭和61年 4月 名古屋商科大学客員教授（中国語担当）（昭和 63年まで）

昭和62年 4月 名古屋光陵女子短期大学客員教授（中国語担当）（昭和 63年まで）

昭和63年 4月 北京語言学院教授（外国人留学生の中国語担当）（平成 2年まで）

平成 3 年 4月 名古屋大学非常勤講師（中国語担当）（平成 4年まで）

平成 3 年 4月 愛知県立大学非常勤講師（中国語担当）（平成 4年まで）

平成 3 年 4月 三重大学非常勤講師（中国語担当）（平成 4年まで）

平成 3 年 4月 名古屋外国語大学非常勤講師（中国語担当）（平成 4年まで）

平成 3 年 4月 中京大学非常勤講師（中国語担当）（平成 4年まで）

平成 4 年 4月 北京語言文化大学教師（外国人留学生の中国語担当）（平成 5年まで）

平成 5 年 4月 三重大学非常勤講師（中国語担当）（平成 6年まで）

平成 5 年 4月 愛知大学非常勤講師（中国語担当）（平成 7年 3月まで）

平成 5 年 4月 名古屋外国語大学非常勤講師（中国語担当）（平成 7年 3月まで）

平成 7 年 4月 愛知大学教養部客員教授（中国語担当）

平成 9 年 4月 愛知大学現代中国学部専任教授（中国語担当）（現在に至る）

王　硯農教授



（著書）

1 . 基礎漢語課本

2 . 中国語

3 . 漢語常用動詞搭配詞典

4 . 漢語常用動詞搭配詞典

5 . 中医漢語　A–E

6 . 漢語動詞―結果補語搭配詞典

7 . 中国語 20時限

8 . 漢語 読写課本，漢語 説話課本，漢語 聴力課本

9 . 中国語動詞活用辞典

10. 中国語トレーニングテキスト

11. 対語で学ぶ中国語テキスト

（学術論文）

1 . 従帯“了”的病句談起
“了”を伴う欠陥文について

2 . 漢字簡易概説

3 . 修辞常識

4 . 説明文

5 . 漢語数詞の感情色彩

6 . 年，月，日，週に関して

7 . 一つの試み―口頭語をいかに教えるか

8 . 漫談結果補語

9 . 漫談中国語の結果補語

10.『中医漢語』編集の原則と特点

11.「行って来ます」から思うこと

12. 漢語と日本語の受け身について

（講演）

1 . 中国語と日本語をおしゃべりする

2 . 中国語と日本語をおしゃべりする

共著 昭和55年 3月 北京外文出版社

共著 昭和60年 2月 日本中華書店

共著 昭和59年12月 北京外語教学与研究出版社

共著 昭和61年 5月 グロッス出版社（西ドイツ）

共著 昭和60年 4月 北京語言学院

共著 昭和62年12月 北京語言学院出版社

共著 平成元年 1月 光生館

共著 平成 3年 8月 国際文化出版公司

共著 平成 5年12月 東方書店

共著 平成 5年 4月 光生館

共著 平成 6年 3月 光生館

単著 昭和54年 2月 北京「語言教学与研究」1979年

共著 昭和55年 4月 『語文学習講座函授講義』第 20期

共著 昭和56年 7月 北京出版社

共著 昭和56年 7月 北京出版社

単著 昭和57年 9月 北京「語言教学与研究」1982年

単著 昭和57年 6月 北京「語言教学与研究」1982年

単著 昭和57年 5月 北京語言学院動態報 48期

共著 昭和60年 2月 CHUN—Chinesisch Unterricht Nummer

2, 1985（西ドイツ）

単著 昭和61年 9月 名古屋商科大学論文集第 31巻第 1号

単著 昭和61年 4月 CHUN—Chinesisch Unterricht Nummer

4, 1987（西ドイツ）

単著 平成 9年 3月 「中国 21」創刊準備号

単著 平成11年 5月 「中国 21」Vol. 6

平成 9年11月 愛知大学豊橋校舎

平成10年10月 愛知大学車道校舎

著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別
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◆経　　歴

昭和40年 4月 金城学院大学文学部講師

昭和44年 4月 同大学助教授

昭和50年 4月 同大学教務部長

昭和53年 4月 豊橋技術科学大学助教授

昭和55年 4月 同大学語学センター教授

昭和59年 4月 同大学語学センター長

昭和63年 4月 同大学人文・社会工学系系長

平成 2 年 4月 同大学工学部教授

平成 7 年 4月 同大学附属図書館長

平成10年 3月 豊橋技術科学大学定年退官

平成10年 4月 愛知大学経済学部教授

大呂義雄教授



（著書）

1 . 成功物語―ボロ着のデイック

2 . ブラウニング試論

3 . コーンウオール賛歌：カオリン物語（仮題）

（学術論文）

1 . Andrea del SartoにおけるRobert Browningの象徴
的手法

2 . Early Crises of Robert Browning

3 . Robert Browningの苦悩：音楽家を題材とした詩
を中心に

4 . Robert Browningの詩人像

5 . Robert Browningとヴィクトリア朝：
Bishop Blougram’s Apology論

6 . 科学と宗教：An Epistle Containing the Strange Medi-

cal Experience of Karshish, the Arab Physician論

7 . Robert Browningの詩論における客観詩人と主観
詩人について

8 . Robert Browningと「劇的独白」

9 . Robert BrowningとNapoleon III

10. A Unifying Theme in Robert Browning’s Poetry

11. An Industrial Revolution and Robert Browning

12. Childe Roland to the Dark Tower Cameについて
の一解釈

13. Robert Browningと“Fra Lippo Lippi”

14. “The Englishman in Italy”と時代背景

15. 豊橋技術科学大学教官の英語教育に関する意識調査

16. 第二外国語教育に関するアンケート調査

17. 産業考古学について

18. 4年次学生の英語学力に関する調査

19. 豊橋技科大における学生の英語教育に対する意識
と実態

共著 昭和50年 7月 太陽社

単著 昭和51年 4月 名古屋　千種正文館

単著 平成15年 5月 （出版予定）

単著 昭和43年10月 金城学院大学論集英米文学特集第 10号

単著 昭和44年12月 金城学院大学論集英米文学特集第 11号

単著 昭和47年 6月 昭和 45年私学研修福祉会在外研修報告

単著 昭和47年12月 金城学院大学論集英米文学特集第 14号

単著 昭和49年12月 金城学院大学論集英米文学特集第 16号

単著 昭和50年12月 金城学院大学論集英米文学特集第 17号

単著 昭和51年12月 金城学院大学論集英米文学特集第 18号

単著 昭和52年 1月 「視界」第 9巻 11号

単著 昭和52年12月 金城学院大学論集英米文学特集第 19号

単著 昭和54年 3月 豊橋技術科学大学人文科学系紀要第1号

単著 昭和55年 2月 豊橋技術科学大学紀要人文科学系第2号

単著 昭和57年 2月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 4号

単著 昭和58年 2月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 5号

単著 昭和59年 2月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 6号

共著 昭和61年 2月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 8号

共著 昭和62年 2月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 9号

単著 平成元年 2月 「話題源英語」東京法令出版

共著 平成 2年 2月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 12号

共著 平成 3年 2月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 13号

著書，学術論文等の名称 単著・
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20. 4年次学生の英語文法に関する分析調査

21. Cornwall地方の産業：英国産業考古学の視点から

22. シュロップシャー州の産業

23. A General Survey of the China Clay Industry in

Cornwall

24. The Religious Sense of Daphne du Maurier: An

Approach to Jamaica Inn

（その他）

英語プレイスメント・テストに関する報告書7編（文部

省提出）

共著 平成 5年 3月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 15号

単著 平成 6年 3月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 16号

単著 平成 7年 3月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 17号

単著 平成10年 3月 豊橋技術科学大学人文・社会工学系紀要

第 20号

単著 平成14年 2月 愛知大学文学論叢第 125輯

著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別
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