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「教訓」について……………………………………………………………………笠原 順路
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表紙：ジャン＝フランソワ・ミレー《糸紡ぎ、立像》
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気負い込んだアメリカ留学………………………………………………………井上 時男
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表紙：シジスモンド・ファンティ《
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表紙：マイケル・ファレル「 幸 運 の車輪」(1964)
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特 別 寄 稿
修

2

出 会 い…………………………………………………………………………品田 一良

4

言葉の非力…………………………………………………………………………三浦

[論

文]

イギリス文学
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誠

6
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ふぉーちゅんのこと………………………………………………………………三宅

鴻
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誠
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イギリス文学
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表紙：セバスチャン・ブラント『愚者の船』初版本（1494）挿絵より、
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ごあいさつ…………………………………………………………………………植月惠一郎
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外国語と自己主張…………………………………………………………………井内雄四郎
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英 文 学
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誠
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表紙：Book of Common Prayer. His Majesty’s Printers, London, 1662.
（版下提供：出口保夫・早大教育学部教授）
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