日 本 英 語 学 会
第 33 回 大 会 資 料 ・ プ ロ グ ラ ム
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of
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2015 年
11 月 21 日（土）― 22 日（日）

関西外国語大学
(Kansai Gaidai University)
（〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町 16-1）

The English Linguistic Society of Japan

後援 関西外国語大学

関西外国語大学（中宮キャンパス）へのアクセス

京阪電車「枚方市駅」から、京阪バス
「北口３番・４番」のりばより乗車。
「関西外大」バス停下車すぐ。
（バス乗車時間約８分）

第 33 回 大 会 ス ケ ジ ュ ー ル
11 月 21 日（土） 9:30 ～ 11:45
9:30 ～ 11:45

ワークショップ
スチューデント・ワークショップ

11:30

受付開始

12:00 ～ 12:50

総会

13:00 ～ 14:55

研究発表

15:15 ～ 18:00

公開特別シンポジウム，シンポジウム

18:20 ～ 19:50

懇親会 （厚生北館 第１食堂）

11 月 22 日（日） 9:00

受付開始

9:30 ～ 12:45
13:45 ～ 16:30

研究発表
シンポジウム

大会運営委員
高橋英光（委員長） 小川芳樹（副委員長）
小野創 金澤俊吾 花﨑美紀 柳朋宏 小畑美貴 澤田治 森田順也
山本武史 柴﨑礼士郎 中尾千鶴 堀田優子 本間伸輔 吉田悦子

開催校委員
澤田治美（代表） 大庭幸男 岡田伸夫 菊池繁夫 小谷克則
長友俊一郎 橋本功 福島一彦 山梨正明 吉本圭佑

開催校協力委員
平井大輔（近畿大学）
○受付で大会参加費 2,000 円と引き換えに，Conference Handbook と名札をお受け取り下さい。
（非会員の方も参加できます。
）
○大会期間中（21 日・22 日）は車でのご来場はできません。
○21 日（土）は学内の食堂をご利用いただけます（営業時間：厚生北館（第１・２食堂 9:00
～18:00, シアトルズ・ベストコーヒー9:00～15:00, マクドナルド10:00～14:00, コンビニ8:00
～17:00）, 厚生南館（第３食堂 10:00～16:00）
）
。22 日（日）は食堂の営業はありませんので，
昼食をご持参ください。
○キャンパス（校舎内および通路）は禁煙です。会場でのトイレにつきましては，本冊子「会
場案内図」や会場の掲示にて場所をお確かめのうえご利用下さい。
○大会会場に「親と子の部屋」という保育室を設けます（事前予約制）
。
「親と子の部屋」の詳
細につきましては，事務局にお問い合わせ下さい。
○大会期間中に不測の事態が生じた場合は本部までご連絡をお願いいたします。
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会 場 案 内
関西外国語大学（〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町 16-1）

受付
本部
控室

開催校委員控室
司会者・発表者・講師控室
一般控室
書籍展示・販売
＜ワークショップ＞/
第 1 日午前
＜スチューデント・
(9:30 ~ 11:45)
ワークショップ＞

第 1 日午後
(13:00 ~ 14:55)

＜研究発表＞

第1室
第2室
第3室
第4室
第5室
第一室
第二室
第三室

教室棟（1 号館）1 階
教室棟（1 号館）1 階
教室棟（1 号館）1 階
教室棟（1 号館）1 階
教室棟（1 号館）1 階
教室棟（1 号館）2 階
教室棟（1 号館）1 階
教室棟（1 号館）2 階
教室棟（1 号館）2 階
教室棟（1 号館）2 階
教室棟（1 号館）2 階
教室棟（1 号館）1 階
教室棟（1 号館）2 階
教室棟（1 号館）2 階

エントランスホール
1107 教室
1103 教室
1102 教室
1106 教室
1209〜1214 教室
1110 教室
1207 教室
1208 教室
1215 教室
1216 教室
1110 教室
1207 教室
1208 教室

第四室
教室棟（1 号館）2 階 1215 教室
(15:15 ~ 18:00) ＜公開特別シンポジウム＞
A室
図書館学術情報センター（ 5 号館）1 階マルチメディアホール
＜シンポジウム＞
B室
教室棟（1 号館）1 階 1110 教室
C室
教室棟（1 号館）2 階 1207 教室
D室
教室棟（1 号館）2 階 1216 教室
第 2 日午前
＜研究発表＞
第五室
教室棟（1 号館）1 階 1110 教室
(9:30 ~ 12:45)
第六室
教室棟（1 号館）2 階 1207 教室
第七室
教室棟（1 号館）2 階 1208 教室
第八室
教室棟（1 号館）2 階 1215 教室
第九室
教室棟（1 号館）2 階 1216 教室
第 2 日午後
＜シンポジウム＞
E室
教室棟（1 号館）1 階 1110 教室
(13:45 ~ 16:30)
F室
教室棟（1 号館）2 階 1207 教室
G室
教室棟（1 号館）2 階 1216 教室
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
総会
懇親会

11 月 21 日（土）12:00 ~ 12:50
11 月 21 日（土）18:20 ~ 19:50

－２－

図書館学術情報センター（ 5 号館）1 階マルチメディアホール
厚生北館 第１食堂
会費：4,000 円（学生 3,000 円）

キャンパスマップ

教室棟（１号館）

各種控室、書籍展示、ワークショップ・研究発表・シンポ
ジウム会場、等

図書館学術情報センター（５号館）

総会・公開シンポジウム会場

厚生北館第１食堂

懇親会会場

－３－

会場案内図
教室棟（１号館）

エントランスホール 受付
1102 司会者・発表者・講師控室
1103 開催校委員控室
1106 一般控室
1107 大会本部
1110 WS 第１室、発表第１・５室、
シンポ B・E

1207 WS 第２室、発表第２・６室、
シンポ C・F
1208 WS 第３室、発表第３・７室
1209〜1214 書籍展示
1215 WS 第４室、発表第４・８室
1216 WS 第５室、発表第９室、
シンポ D・G

図書館学術情報センター（５号館）

マルチメディアホール 総会、シンポ A（公開シンポジウム）
－４－

第 33 回 大 会 プ ロ グ ラ ム
日本英語学会
第 1 日 11 月 21 日（土）
ワークショップ

9 時 30 分より 11 時 45 分まで

第１室 「日英談話比較研究の英語教育への貢献」
（教室棟（1 号館）1 階 1110 教室）
企画者 野村佑子（立教大学）
第２室 「日英語を対象にした Mirativity 研究：統語論・意味論・語用論の観点から」
（教室棟（1 号館）2 階 1207 教室）
企画者 島田雅晴（筑波大学）
第３室 「周縁部の統語論と形態論」
（教室棟（1 号館）2 階 1208 教室）
企画者 田川拓海（筑波大学）
スチューデント・ワークショップ

9 時 30 分より 11 時 45 分まで

第４室 「言語実践における日英語比較研究：言語・非言語の両観点から」
（教室棟（1 号館）2 階 1215 教室）
企画者 鹿野浩子（日本女子大学大学院）
第５室 「意味研究における文脈の役割：認知意味論の新展開」
（教室棟（1 号館）2 階 1216 教室）
企画者 堀内ふみ野（慶應義塾大学大学院／日本学術振興会特別研究員）

ワークショップのプログラムは応募された企画書に基づくものです。
正式なタイトル，発表者については別紙のワークショップ・プログラムをご覧ください。

受

付

11 時 30 分より

（教室棟（1 号館）1 階エントランスホール）

総
会
12 時 00 分より 12 時 50 分まで （図書館学術情報センター（5 号館）マルチメディアホール）
◇開会の辞
会
長 大庭幸男（関西外国語大学）
◇開催校代表挨拶
関西外国語大学学長 谷本義高
◇委員会・事務局報告
大会運営委員会報告
委 員 長 高橋英光
（北海道大学）
編集委員会報告
委 員 長 加賀信広
（筑波大学）
広報委員会報告
委 員 長 五十嵐義行 （東京国際大学）
事務局報告
事務局長 梅原大輔
（甲南女子大学）
学会賞委員会報告
委 員 長 伊藤たかね （東京大学）
◇授賞式

－５－

研究発表

13 時より 14 時 55 分まで（各発表の間に 5 分の休憩）

第一室
司会 金澤俊吾（高知県立大学）
13:00 小早川暁（獨協大学）
13:40 岩橋一樹（摂南大学（非常勤）
）
14:20

辻早代加（大阪市立大学大学院）

（教室棟（1 号館）1 階 1110 教室）
「
『数詞＋名詞＋and＋名詞』の文法」
「英語における形容詞の意味変化の双方向性をめ
ぐって」
「なぜ動詞 forgive は二重目的語構文に生じること
ができるのか」

第二室
（教室棟（1 号館）2 階 1207 教室）
司会 花﨑美紀（信州大学）
13:00 秦かおり（大阪大学）
［招聘］
「インタビュー・ナラティブにおける不均衡の是正」
13:40 片岡邦好（愛知大学）
［招聘］
「日英対照によるマルチモーダル空間談話分析の試み」
14:20 Michi Shiina (Hosei University)［招聘］ “Pragmatic Implications of Historical Data: Speech
Acts in the Flux of Power”
第三室
司会 小畑美貴（東京理科大学）
13:00 三輪健太（学習院大学大学院）
13:40 三好暢博（旭川医科大学）
14:20 岡俊房（福岡教育大学）
［招聘］

（教室棟（1 号館）2 階 1208 教室）
「投射の問題における『一致の問題』」
「一致関係が成立しない併合操作について」
「
『不完全介在』状況下における移動と一致」

第四室
（教室棟（1 号館）2 階 1215 教室）
司会 澤田治（三重大学）
13:00 吉村あき子（奈良女子大学）
［招聘］ 「演繹される推意と創作される推意」
13:40 藏藤健雄（立命館大学）
［招聘］
「量化解釈を受ける空項の作用域」
14:20 深谷修代（芝浦工業大学）
「親子の会話に基づいた子供の文生成と意味理解」
公開特別シンポジウム 15 時 15 分より 18 時まで
A 室 「日本の英語学研究者と語彙意味論研究」（図書館学術情報センター（5 号館）マルチメディアホール）
司会 岩田彩志（関西大学）
講師 藤川勝也（富山大学）
「描写句の機能と動詞句との時間関係について」
講師 鈴木亨（山形大学）
「創造的逸脱表現における動詞補部の解釈－Think
different の構文分析から－」
講師 岩田彩志（関西大学）
「形容詞結果句と前置詞結果句」
講師 大室剛志（名古屋大学）
「構文の成立過程とその後の展開－半動名詞構文
を中心に－」
シンポジウム 15 時 15 分より 18 時まで
B 室 “Unconstrained Merge: Its Consequences and Challenges”（教室棟（1 号館）1 階 1110 教室）
司会 Miki Obata (Tokyo University of Science)
講師 Miki Obata (Tokyo University of Science)
“Introduction: On Merge and its Related Issues”
講師 Hiroki Narita (Nihon University)
“Conditions on Symmetry-Breaking in Syntax”

－６－

講師
講師

Nobu Goto (Toyo University)
Marc Richards (Queen’s University Belfast)

“On Labeling: In Search of Unconstrained Merge”
“Escape to Freedom: Interpreting ‘Free Merge’
across Phase Boundaries”

C 室 「共時的・通時的に探る英語の属格」
（教室棟（1 号館）2 階 1207 教室）
司会 宮前和代（専修大学）
講師 小池剛史（大東文化大学）
「後期古英語から初期中英語の説教集に見られる
属格用法の変化」
講師 新川清治（白鷗大学）
「初期中英語韻文詩ラヤモンの『ブルート』オト写
本における属格」
講師 宮前和代（専修大学）
「属格の史的変遷から見えてくる言語変化」
D 室 「相互行為にみられる調和」
司会 村田和代（龍谷大学）
講師 花﨑美紀（信州大学）
講師
講師
講師

（教室棟（1 号館）2 階 1216 教室）
「
『不調和』を解消する相互行為の一方策としての
否定疑問文」
「問題解決と課題達成に必要な調和へのプロセス」
「
『不調和』の多層的展開」
「対人関係上の力の不均衡の調和：ユーモアの表出
から考える」

吉田悦子（三重大学）
武黒麻紀子（早稲田大学）
村田和代（龍谷大学）

18 時 20 分より 19 時 50 分まで
厚生北館 第１食堂
会費：4,000 円（学生 3,000 円）

懇親会

第 2 日 11 月 22 日（日）
午 前
受

付

研究発表

9 時より

（教室棟（1 号館）1 階エントランスホール）

9 時 30 分より 12 時 45 分まで（各発表の間に 5 分の休憩）

第五室
司会 堀田優子（金沢大学）
9:30 田中秀毅（摂南大学）
10:10 林智昭（京都大学大学院）
司会 柴﨑礼士郎（明治大学）
10:50 五十嵐海理（龍谷大学）
11:30 清水啓子（熊本県立大学）
12:10 家入葉子（京都大学）
［招聘］

（教室棟（1 号館）1 階 1110 教室）
「分詞構文と関係節―主節との論理関係に焦点
をあてて―」
「動詞派生前置詞 barring の通時的発達」
「Bang goes 構文をめぐって」
「英語進行形構文の命令的用法―認知言語学的考察」
「Forbid の from –ing 構文―通時的・共時的視点
から見た現代英語の変化―」

－７－

第六室
司会 柳朋宏（中部大学）
9:30 茨木正志郎（北海道教育大学）
10:10 保坂道雄（日本大学）
［招聘］
司会 本間伸輔（新潟大学）
10:50 金子義明（東北大学）
［招聘］
11:30 谷川晋一 （福岡大学）
12:10

大宗純（関西外国語大学大学院）

（教室棟（1 号館）2 階 1207 教室）
「名詞修飾形容詞の歴史的変遷について」
「パラメータ再考：Broad Syntax の視点から見た言
語の共時的・通時的多様性」
「定形補部節における時制の一致と二重接触について」
「ラベル付けアルゴリズムの観点からの文主語の
再検討」
「動詞句内・動詞句外存在文の統語構造について」

第七室
（教室棟（1 号館）2 階 1208 教室）
司会 小川芳樹（東北大学）
9:30 山口真史（大阪大学大学院）
「名詞句叙述述語について ― 一致操作の観点から」
10:10 Masaaki Fuji (Tokyo University of Marine Science and Technology) ［招聘］
“Category-Sensitivity in Copularization: A Dynamic
View”
司会 森田順也（金城学院大学）
10:50 長野明子（東北大学）
「接頭辞 a-の範疇と史的発達」
11:30 猿渡翌加（大阪大学大学院）
「pro-form‘one’の生起条件」
12:10 大澤聡子（鈴鹿医療科学大学）
「非対格動詞文の動作主性について」
第八室
（教室棟（1 号館）2 階 1215 教室）
司会 小野創（津田塾大学）
9:30 Maiko Yamaguchi (Osaka University (graduate student))
“A New Approach to the Mystery of the Factivity in
Root Transformations”
10:10 Mikihiro Tanaka (Konan Women's University) “Planning Association of Causes and Consequences in
Japanese”
司会 吉田悦子（三重大学）
10:50 竹田らら（東京電機大学）
「重複発話の日英語比較：ジャンル・心的距離・
言語の違いは協調性の産出にどう関わるか」
11:30 大神雄一郎（日本学術振興会特別研究員）「摂食に関する語彙による《思考》と《理解》の
メタファー ―メタファーにおける身体性の反
映の詳細度に注目した日英対照研究―」
12:10 Keiko Tsuchiya (Tokai University)
“Translanguaging in a Group Discussion in a CLIL
Classroom at a Japanese University: A Time-Aligned
Corpus Analysis”
第九室
司会 澤田治（三重大学）
9:30 山本尚子（奈良大学）
10:10

盛田有貴（奈良女子大学大学院）

（教室棟（1 号館）2 階 1216 教室）
「否定表現の特性に関する一考察
―トートロジーの用例を中心に―」
「発話の帰属元から見たアイロニーの段階性」

－８－

司会 柳朋宏（中部大学）
10:50 中尾佳行（広島大学）
［招聘］
11:30

「チョーサーの言語の身体性 ―『トパス卿の話』
にみる＜漸減化＞の認知プロセス―」
Michiko Ogura (Tokyo Woman’s Christian University) ［招聘］
“Pronoun Retention in Old and Middle English
Relative Clauses”

午 後
シンポジウム

13 時 45 分より 16 時 30 分まで

E 室 「言語獲得研究から見た普遍文法」
司会 村杉恵子（南山大学）
講師 村杉恵子（南山大学）
講師 杉崎鉱司（三重大学）
講師 郷路拓也（津田塾大学）
コメンテーター

（教室棟（1 号館）1 階 1110 教室）
「文構造の獲得」
「スルーシングおよびその制約の獲得と普遍文法」
「比較構文における数量詞解釈：言語の多様性と言
語獲得の普遍性に関して」

高橋大厚（東北大学）

F 室 「修飾の統語と意味：特殊からの視点」
（教室棟（1 号館）2 階 1207 教室）
司会 菊地朗（東北大学）
講師 岸浩介（東北学院大学）
「名詞表現内部での叙述関係について」
講師 北田伸一（東京理科大学）
「併合と括弧標示の逆説」
講師 島越郎（東北大学）
「比較標識と比較節の選択関係」
講師 菊地朗（東北大学）
「比較概念と分離 AP 構文」
G 室 「構文変化と談話･情報構造－データと理論の融合を目指して－」
（教室棟（1 号館）2 階 1216 教室）
司会 柴﨑礼士郎（明治大学）
講師 大沢ふよう（法政大学）
「構文変化と意味情報」
講師 早瀬尚子（大阪大学）
「懸垂分詞の構文化」
講師 柴﨑礼士郎（明治大学）
「発話周辺と共有構文の創発」
ディスカッサント
高橋英光（北海道大学）
※研究発表およびシンポジウムの発表要旨は，9 月上旬に日本英語学会のホームページに掲載の
予定です。
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