日本英語学会第２４回大会
日時：

２００６年１１月４日（土）・５日（日）

場所：

東京大学本郷キャンパス（University of Tokyo, Hongo Campus）
（〒113-0033 東京都文京区本郷７−３−１）
東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「本郷三丁目」より徒歩 10 分，東京メトロ南北

交通：

線「東大前」より徒歩 10 分，都バス（JR 御茶ノ水駅より）
「東大赤門前」
・「東大正
門前」，学バス（JR 御茶ノ水駅・上野駅より）「東大構内」
2,000 円（会員，非会員とも）

参加費：

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第１日

１１月４日（土）
午

ワークショップ

前

９時３０分より１２時まで

第１室 言語現象の「内」と「外」
（法文２号館２階 ２番大教室）
責任者・司会者 坪本篤朗（静岡県立大学）
発表者 坪本篤朗（静岡県立大学）
，早瀬尚子（大阪外国語大学），和田尚明（筑波大学）
第２室 前置詞の意味，助詞の意味
（医学部本館３階 大講堂）
責任者・司会者：加藤鉱三（信州大学）
発表者 加藤鉱三（信州大学），黒田 航（情報通信研究機構），黒宮公彦（大阪学院大学），花崎美紀（信
州大学）

スチューデント・ワークショップ

９時３０分より１２時まで

第３室

構文の機能とその動機付けについて―意味論・語用論からのアプローチ
（法文１号館１階 113 教室）
責任者 田村敏広（筑波大学大学院）・小深田祐子（筑波大学大学院）
司会者 西田光一（東北大学）
発表者 一條祐哉（日本大学大学院），松家由美子（東北大学大学院）
，小深田祐子（筑波大学大学院），田
村敏広（筑波大学大学院）
第４室 形容詞の意味と構文
（法文１号館２階 215 教室）
責任者 神谷 昇（神田外語大学）
司会者 山田昌史（島根県立大学）
発表者 神谷 昇（神田外語大学），長谷部郁子（東京都立大学大学院）
，曽雌崇弘（東京都立大学大学院）
第５室 プラクティス・アプローチによる日英語ディスコース対照研究
（法文１号館３階 315 教室）
責任者 植野貴志子（日本女子大学大学院）
司会者 井出祥子（日本女子大学）
発表者 落合るみ子（日本女子大学），植野貴志子（日本女子大学大学院），白井香織（日本女子大学大学
院），野村佑子（日本女子大学大学院），町沙恵子（日本女子大学大学院），仲吉里都子（日本女子
大学大学院）
，熊谷奈緒子（日本女子大学大学院）
第６室 Binding Theory の過去・現在・未来
（山上会館２階 大会議室）
責任者 後藤さやか（関西学院大学大学院）
司会者 浦 啓之（関西学院大学）
発表者 後藤さやか（関西学院大学大学院），西岡千恵（関西学院大学大学院）

受

付

正午より

（法文２号館 アーケード）

総

会

１２時５０分より１３時３５分まで

◇開会の辞
◇開催校代表挨拶
◇委員会・事務局報告
大会運営委員会報告
編集委員会報告
事務局報告
◇学会賞授賞式
新人賞選考委員会報告
新人賞授賞（該当作がある場合）

会
長
東京大学文学部長

千葉修司（津田塾大学）
高橋和久

委 員 長 大沢ふよう（東海大学）
委 員 長 米山三明（成蹊大学）
事務局長 鈴木 猛（東京学芸大学）
委 員 長 今西典子（東京大学）
会
長 千葉修司（津田塾大学）

午
研究発表

（法文２号館２階 １番大教室）

後

１３時４５分から１６時５５分まで

第一室
司会 内堀朝子（日本大学）
菅野 悟（東北大学大学院）
中村浩一郎（広島女学院大学）
司会 有村兼彬（甲南大学）
宗正佳啓（福岡工業大学）
水口 学（獨協大学大学院）
戸澤隆広（東北大学大学院）
第二室
司会 野村益寛（北海道大学）
鍋島弘治朗（関西大学）
山本 修 （大阪市立大学）
司会 篠原俊吾（慶應義塾大学）
金澤俊吾（岩手県立大学）
大谷直輝（京都大学大学院）
南 佑亮（大阪大学大学院）
第三室
司会 田中伸一（東京大学）
明石博光（筑波大学）
本間 猛（首都大学東京）
［招聘］
司会 伊藤たかね（東京大学）
森田順也（金城学院大学）
江連和章（神奈川県立外語短期大学）
福井龍太（筑波大学大学院）

シンポジウム

（法文２号館２階 ２番大教室）
“The Strength of Phases and a Typology of Clauses”
“Long Distance Scrambling as a Focus Movement”
“Origins of Null-That Clause”
“Derivational Explanation of ‘That-Trace’ Effect”
“On Free Relative Clauses”
（法文２号館１階 ３番大教室）
「認知言語理論におけるイメージ・スキーマと主観性―発達
理論およびメタファー理論との関連から」
「叙述属格構文の主語に対する制約について」
「Way 構文における形容詞の意味的機能について」
「V + up with 構文の多義性に関する一考察」
「難易構文における二つの解釈についての認知的考察」
（法文１号館１階 113 教室）
「語彙意味とイントネーションのインターフェィス：文副詞
を中心に」
「英語の多音節語の音素配列論」
「名詞化はどこで行われるのか？―反語彙主義モデル」
「日英語の事象無効化現象」
「動詞不変化詞構文：語順と熟語性とのかかわり」

１３時４５分から１６時３０分まで

Ａ室 極小主義理論の新展開と歴史言語学：言語変化における機能範疇の役割 （医学部本館３階 大講堂）
司会 田中智之（名古屋大学）
講師 槙田裕加（中部大学）
「主語の認可と機能範疇の素性変化」
講師 宮下治政（鶴見大学）
「目的語の認可と機能範疇の素性変化：目的語転移を中心に」
講師 水野江依子（名古屋工業大学）
「定形節における機能範疇の出現：文副詞の認可を中心に」
講師 田中智之（名古屋大学）
「非定形節における機能範疇の出現」
Ｂ室 会話の構造と文法：コンテクストにやさしい文法研究の試み
（法文２号館２階 １番大教室）
司会 山口治彦（神戸市外国語大学）

講師 山口治彦（神戸市外国語大学）
「話法の 4 分類と人称的対立」
講師 定延利之（神戸大学）
「体験と知識の文法」
講師 岩崎勝一（国際基督教大学/UCLA） 「多重文法仮説：英語受動文の考察」
ディスカッサント 高見健一（学習院大学）

会員懇親会

17 時４０分から１９時４０分まで
山上会館 地階食堂

会費：4,000 円（学生 3,000 円）

第２日

１１月５日（日）
午

受

付

研究発表

前

９時１５分より

（法文２号館 アーケード）

９時３０分から１２時４０分まで

第四室（12:40 終了）
司会 天野政千代（名古屋大学）
牧 秀樹（岐阜大学）・Dónall P. Ó Baoill
(Queen's University Belfast)
秋元実治（青山学院大学）［招聘］
司会 奥
聡 （北海道大学）
吉本真由美（大阪大学大学院）
江本博昭（東北大学大学院）
長谷川信子（神田外語大学）［招聘］
第五室（12:05 終了）
司会 廣瀬幸生（筑波大学）
森
貞（福井工業高等専門学校）
西田光一（東北大学）
司会 東森 勲 （龍谷大学）
花﨑美紀（信州大学）
西山佑司（明海大学）［招聘］
第六室（12:05 終了）
司会 畠山雄二（東京農工大学）
福本陽介（名古屋大学大学院）
黒木隆善（九州大学大学院）
司会 木口寛久（宮城学院女子大学）
佐藤英志（県立新潟女子短期大学）
内芝慎也

シンポジウム

（法文２号館２階 ２番大教室）
“The Theme Goal Construction in Modern Irish”
「英語史における競合（rivalry）の問題について」
「Comparative (Sub)Deletion について―比較節における Ā 移動
を探る―」
“Ellipsis in a Single Cycle Theory”
「日英語の Sluicing 構文と短縮疑問詞疑問文」
（法文２号館１階 ３番大教室）
「「頻度」概念を用いた間接発話行為の再検討―“Why don’t
you”構文と「なぜ〜しないのか」構文―」
「日英語における指示の転移と自己表現の文法」
「否定疑問文再考」
「変項名詞句の意味機能について」
（法文１号館１階 113 教室）
「英語の主題句・Wh 句連鎖における容認度の多様性につい
て」
「寄生空所構文における認可の違い」
「派生とコピーについて」
“A (More Radically) Derivational Approach to the Reconstruction
Effect of Japanese Scrambling”

９時３０分から１２時１５分まで

音声分析ソフト Praat 等を利用した音声・音韻研究：入門から最前線まで
（法文２号館２階 １番大教室）
司会 菅原真理子（同志社大学）
講師 菅原真理子（同志社大学）
「Praat を用いた音声研究の基礎：tutorial」
講師 中井さつき（University of Edinburgh） 「日本語とフィンランド語に於ける utterance-final lengthening
について（音声の長さに関する研究の方法）」
講師 石原 健（目白大学）
「Praat を用いた tonal alignment の発話研究について」
講師 新谷敬人
「Praat を用いた日本語イントネーションの知覚研究」
（University of Massachusetts at Amherst）

Ｃ室

午
シンポジウム
Ｄ室

後

１３時４５分から１６時３０分まで

複合動詞の意味と統語

（法文２号館２階 １番大教室）

司会 由本陽子（大阪大学）
講師 星 宏人（秋田大学）
講師 由本陽子（大阪大学）

「機能範疇と複雑述語」
「複合動詞における格標示とθ付与―統語的複合と語彙的複
合の差異―」
講師 福島一彦（関西外国語大学）
「日本語語彙的複合動詞のタイプ別生産性」
Ｅ室 コミュニケーションはいかに成り立っているか―言語システム・相互行為・身体をめぐって―
（法文２号館２階 ２番大教室）
司会 井出里咲子（筑波大学）
講師 中川 敏（大阪大学）
「言語システムと人格問題」
講師 西阪 仰（明治学院大学）
「会話という社会的活動と言葉をめぐるいくつかの考察」
講師 砂押由佳子（群馬県立女子大学）
「使用可能なコミュニケーション方略を駆使して―在米日系
工場でのやりとり」
講師 井出里咲子（筑波大学）
「コミュニケーションにおける文化的規範―スモールトーク
の事例から」
Ｆ室 Empirical Issues in Minimalist Theorizing
（法文２号館１階 ３番大教室）
司会 斎藤 衛（南山大学）
講師 野村昌司（中京大学）
“Nominative Case licensed by non-finite T”
講師 北原久嗣（慶應義塾大学）
“‘Conflicting’ Relations and the Derivational Model”
講師 高橋大厚（東北大学）
“Ellipsis and the Theory of Movement”
Ｇ室 metarepresentation をめぐって
（医学部本館３階 大講堂）
司会 内田聖二（奈良女子大学）
講師 内田聖二（奈良女子大学）
「引用と metarepresentation」
講師 松井智子（京都大学）
「語用論，心の理論，metarepresentation」
講師 岩田彩志（大阪市立大学）
「エコー疑問文と if 条件文における metarepresentation」
コメンテーター 西山佑司（明海大学）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○大会期間中（４日・５日）は車でのご来場はできません。
○キャンパス（校舎内および通路）は禁煙です。
○学内食堂が以下の通りご利用になれます。営業はいずれも 11:00 からです。
４日（土）：中央食堂および法文２号館地階食堂 ５日（日）：中央食堂
○書籍展示・販売会場：法文１号館２階及び法文１号館３階
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
会長：千葉修司（津田塾大学）
大会運営委員：
［委員長］大沢ふよう（東海大学），
［副委員長］時崎久夫（札幌大学），岡田伸夫（大阪大学），
寺田 寛（大阪教育大学）
，和田尚明（筑波大学）
，越智正男（大阪大学）
，杉崎鉱司（三重大学）
，吉村あき
子（奈良女子大学），井上逸兵（慶應義塾大学），小野尚之（東北大学），谷口一美（大阪教育大学），田端
敏幸（千葉大学）
開催校委員：［代表］今西典子，渡辺 明，西村義樹
開催校協力委員：西尾道子（お茶の水女子大学），牛江ゆき子（お茶の水女子大学），野口 徹（お茶の水女子
大学），牛江一裕（埼玉大学），林 龍次郎（聖心女子大学）
，石原由貴（東京工業大学）
事務局：
［事務局長］鈴木 猛（東京学芸大学），佐藤響子（横浜市立大学），野村忠央（和光大学），猪又千鶴
子（津田塾大学），天沼 実（宇都宮大学）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＊ 学会誌 English Linguistics ならびに新人賞への応募締切日等につきましては，Newsletter『え〜ごがく』及
び学会ホームページをご覧下さい。
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