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編 集 後 記

The English articles in this issue of the Sophia Junior College Faculty Bulletin

represent a broad spectrum of interests of our teachers -- the sociology of religion,

physics education, and various aspects of English language education. Many issues

presented here have far-reaching implications, and we hope you the readers will gain

some meaningful insights from them. We would also like to thank all the authors

who contributed to this issue for their dedication and support. (G. Oura)

今回� 原稿申し込み自身は ��本と� いつになく多かったのですが� 頁数と締め切り日厳
守をお願いいたしましたところ� 諸先生方にいろいろご事情があり� 締め切り日に受け
取った原稿は �本になりました� 和文原稿は� 高田先生の �名前とアイデンティティ�� 斎
藤先生の �短大という制度� 短大卒という学歴�� アンドラディ�久美先生の �コミュニ
ケ�ション�スキルにおける LL授業評価� でした� それぞれ今日的な研究で興味が持た
れます� 査読時点で様�な反応があり� 編集委員会内でも数回議論がありました� いずれ
にせよ�多くの方の投稿を通して短大の研究活動が活発になり�また�この �上智短期大学
紀要	 を通しても何かを発信していければよいと思っています� 次号に和文投稿がもう少
し活発になることを願っています� 
桝田記�

本号執筆者の主要担当科目は以下のとおりです�
高田夏子 ��������� 心理学
斎藤英之 ��������� 政治学� 国際分化�事情特殊講義�
岩崎明子 ��������� 英文講読 A
ケネス�ウイリアム ���� 英文講読 B�

コミュニケ�ション�スキル
ゲイル�オウラ ������ Oral English�

英語コミュニケ�ション特殊講義�
カルメン�ヒル ������ 数学� 物理学� 自然科学入門�

スペイン語�
アンドラディ�久美 ���� Oral English� コミュニケ�ションスキルにおける

LL担当

ロ�サ�マリア�コルテス � 人間学�� 哲学�
スペイン語�� �

今回�初めて �上智短期大学紀要	をウエ�ヴに載せることになり�丸善の稲熊さんには
何回もご足労頂き大変お世話になりました� 紙面を借りて心からの感謝を申し上げます�

平成 ��年 �月 �日
上智短期大学紀要編集部
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