
日時: 2016年11月12日（土）・13日（日）
場所: 金沢大学（Kanazawa University）
　　 　（〒920-1192 石川県金沢市角間町）

第１日　11月12日（土）
午　　前

ワークショップ　　９時30分より11時45分まで
第１室　比較ミニマリスト統語論における現在の諸問題 （人間社会第１講義棟１階 102講義室）

企画者　後藤 亘（東洋大学）
司会者　後藤 亘（東洋大学）
発表者　小林亮一朗（上智大学大学院／日本学術振興会）、後藤 亘（東洋大学）、

佐藤陽介（シンガポール国立大学）

第２室　英語指導要領の実施とその教育効果測定 （人間社会第１講義棟２階 201講義室）
企画者　花﨑美紀（信州大学）
司会者　花﨑美紀（信州大学）
発表者　多々良直弘（桜美林大学）、八木橋宏勇（杏林大学）、花﨑美紀（信州大学）、花﨑一夫（信州大学）、

菊池 聡（信州大学）、大塚 崇（松本秀峰中等教育学校）、
吉川 厚（東京工業大学／日本生涯学習総合研究所）、小川 和（日本生涯学習総合研究所）

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３室　構文文法的アプローチの展望：事例レベルでの「構文」分析の可能性 （人間社会第１講義棟３階 301講義室）

企画者　中尾朋子（神戸女子大学／京都大学（非常勤））
司会者　中尾朋子（神戸女子大学／京都大学（非常勤））
発表者　菊池由記（大阪大学大学院）、板垣浩正（大阪大学大学院）、

中尾朋子（神戸女子大学／京都大学（非常勤））
コメンテーター　早瀬尚子（大阪大学）

第４室　日本語、中国語、英語の相互行為における言語文化比較：話し手と聞き手による「やりとり」のメカニズム
 （人間社会第１講義棟３階 302講義室）

企画者　小澤 雅（日本女子大学大学院）
司会者　植野貴志子（東京都市大学）
発表者　小澤 雅（日本女子大学大学院）、鹿野浩子（日本女子大学大学院）、望月雄介（名古屋大学大学院）

受　　付　　11時30分より （人間社会第１講義棟１階 学生ラウンジ）

総　　会　　12時より12時50分まで （人間社会第１講義棟１階 101講義室）
◇開会の辞 会　　長 大庭幸男（関西外国語大学）
◇開催校代表挨拶　　　　　　金沢大学副学長 柴田正良
◇委員会・事務局報告
　大会運営委員会報告 委 員 長 小川芳樹（東北大学）
　編集委員会報告 委 員 長 菊地　朗（東北大学）
　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 長谷川信子（神田外語大学）
◇授賞式

午　　後
研究発表　　13時より14時55分まで
第一室 （人間社会第１講義棟１階 101講義室）
　司会　　小畑美貴（東京理科大学）

加賀信広（筑波大学）［招聘］ 「日本語ニ受動文における受影性の起源～意味役割理論と格配列理論からの帰結～」
前田雅子（九州工業大学） 「As-引用節、So-倒置文、比較倒置文における動詞句削除」
中島崇法（東北大学大学院） 「修辞疑問文解釈における統語的制約」

第二室 （人間社会第１講義棟１階 102講義室）
　司会　　本間伸輔（新潟大学）

佐藤元樹（福島大学） 「be動詞の比較削除構文について」
Masaki Sano（Ritsumeikan University）［招聘］ “Syntactic and Semantic Analyses of the Geisian Ambiguity” 
平井大輔（近畿大学） 「多重スルーシングの派生について」

第三室 （人間社会第１講義棟２階 201講義室）
　司会　　鈴木　亨（山形大学）

上田　功（大阪大学）［招聘］ 「イントネーション習得の諸相―音韻、統語、語用の交差するところ」
本多明子（至学館大学） 「こどもの発話における構文の意味と形式の対応関係―英語の動詞不変化詞構文を対象として―」
花﨑美紀（信州大学）［招聘］ 「As、With、分詞構文における同時性と因果性の意味読み込み：英語指導要領を実施するための一提言」

第四室 （人間社会第１講義棟３階 301講義室）
　司会　　秦かおり（大阪大学）

井上逸兵（慶應義塾大学）［招聘］ 「集合知としてのクラウドソースと英語翻訳のグローバル化について―日本のコンテンツを事例として―」
Erina Iwai（Aoyama Gakuin University（graduate student）） “Connective Functions and the Functional Development of a Concessive Discourse Marker Still”

第五室 （人間社会第１講義棟３階 302講義室）
　司会　　澤田　治（三重大学）

水谷謙太（大阪大学大学院） 「状況意味論に基づく量化副詞の分析に対する新たな証拠」
井川壽子（津田塾大学）［招聘］ 「イベント項の存在論、および、英語と日本語の関連構文について」
和田尚明（筑波大学）［招聘］ 「英語の未来表現と「予測」のモダリティ・「断定」のモダリティ」

第六室 （人間社会第１講義棟３階 313講義室）
　司会　　柴﨑礼士郎（明治大学）

中川直志（中京大学） 「tough節の範疇についての一考察：共時的視点と通時的視点から」
石黒太郎（明治大学） 「古英詩Andreasに見られる節頭のnu」
大沢ふよう（法政大学）［招聘］ 「EPP再考―主語は普遍か」

公開特別シンポジウム　　15時15分より18時まで
Ａ室　現代メディアの談話分析：災害をどう伝えるか （人間社会第１講義棟１階 101講義室）
　司会　　佐藤　彰（大阪大学）
　講師　　佐藤　彰（大阪大学） 「災害報道の社会言語学的分析：英米メディアが見た東日本大震災」
　講師　　秦かおり（大阪大学） 「『記憶』としての震災：日英マス・メディアによる再文脈化の対照研究」
　講師　　古川敏明（大妻女子大学） 「『思い出す』という行為：国会事故調査委員会における記憶の検証」
　講師　　岡本能里子（東京国際大学） 「震災報道を通して伝えられる日本：『冷静』で『秩序を守る』日本人」

シンポジウム　　15時15分より18時まで　　
Ｂ室　自然談話における思考動詞の使用について （人間社会第１講義棟２階 201講義室）
　司会　　遠藤智子（筑波大学（非常勤））
　講師　　甲田直美（東北大学） 「日本語会話における思考動詞」
　講師　　野村佑子（順天堂大学） 「日英語ナラティブにおける思考動詞の出現位置」
　講師　　遠藤智子（筑波大学（非常勤）） 「英語および中国語の会話における思考動詞の内容節について」
　講師　　佐藤詩恵（立命館大学） 「I thinkのパーティクル化について：位置による機能の違いを探る」

Ｃ室　移動をめぐる諸問題 （人間社会第１講義棟３階 301講義室）
　司会　　高野祐二（金城学院大学）
　講師　　高野祐二（金城学院大学） 「移動とラベル付けの新たな可能性」
　講師　　岡　俊房（福岡教育大学） 「一致と転送：EPP、ECPおよびCEDに対する非ラベル付けアプローチ」
　講師　　浦　啓之（関西学院大学） 「日英語における非顕在的演算子移動の分配/関数解釈と局所性の分散的消滅」
　ディスカッサント　　多田浩章（福岡大学）

懇親会　　18時20分より19時50分まで
　　　　　　大学会館　　 　会費：4,000円（学生3,000円）

第２日　11月13日（日）
午　　前

受　　付　　９時より （人間社会第１講義棟１階 学生ラウンジ）

研究発表　　９時30分より12時05分まで
第七室 （人間社会第１講義棟１階 101講義室）
　司会　　中尾千鶴（大東文化大学）

宮下治政･時崎久夫（鶴見大学･札幌大学） 「Ancrene Wisseにおける本動詞と目的語の相対的語順と借入語」
大塚知昇（九州共立大学） 「フェイズ理論とカートグラフィの融合」 

　司会　　島田雅晴（筑波大学）
Takashi Toyoshima（Kyushu Institute of Technology）［招聘］
 “Phonological Significance of Bare Phrase Structure Labels for Linearization”
小泉政利（東北大学）［招聘］ 「VOS言語からみた態と語順と文処理負荷：統語理論と文解析理論への貢献」

第八室 （人間社会第１講義棟１階 102講義室）
　司会　　島田雅晴（筑波大学）

柳　朋宏（中部大学）［招聘］ 「英語の二重目的語構文における受動化と格付与メカニズムの通時的変化」
Bai Chigchi（Nagoya University（graduate student）） “PP-Fronting in Postnominal Participial Phrases in the History of English”

　司会　　中尾千鶴（大東文化大学）
田中智之（名古屋大学）［招聘］ 「英語史における目的語移動と左周縁部」
三上　傑（東北大学） 「素性継承システムのパラメータ化と英語史における統語システムの段階的変化」

第九室 （人間社会第１講義棟２階 201講義室）
　司会　　本間伸輔（新潟大学）

坪本篤朗（静岡県立大学）［招聘］ 「Where節と「ところ」節―「水平性」と「垂直性」の交錯―」 
　司会　　柴﨑礼士郎（明治大学）

Hiroshi Takahashi, Hywel Evans, Masaki Ohno（Showa University, Tsuru University, Showa University） 
 “An Integrative Analysis of the just because-X-not-Y Construction in English”
朝賀俊彦（福島大学） 「構文による指示の抑圧」

第十室 （人間社会第１講義棟３階 301講義室）
　司会　　都築雅子（中京大学）

Takeru Suzuki（Tokyo Gakugei University）［招聘］
 “Root PathPP Small Clauses in English: Developmental Origins of Path-Related Constructions”
並木翔太郎・山田祥一（筑波大学大学院・北海道教育大学）
 「＜場所＞の具現化とEmpty P仮説について」 

　司会　　森田順也（金城学院大学）
森田千草（目白大学） 「日本語の名詞修飾要素の形態、意味と統語的位置に関する一考察」
杉浦克哉（秋田工業高等専門学校） 「名詞を前位修飾する現在分詞の範疇と派生に関する一考察」

第十一室 （人間社会第１講義棟３階 302講義室）
　司会　　吉田悦子（三重大学）

海寳康臣（立命館大学） 「GCIに基づく『そして』の談話内での機能の考察と文頭のAndとの対照」
時政須美子（奈良女子大学大学院） 「関連性理論による重複型表現へのアプローチ」

　司会　　吉田悦子（三重大学）
大槻きょう子（奈良県立大学） 「多読教材用英語絵本における登場人物と読者の関係：文科省検定教科書との比較」
Keiko Tsuchiya（Tokai University） “Vicarious Announcement for Epistemic Disclosure in a BELF Interaction”

第十二室 （人間社会第１講義棟３階 313講義室）
　司会　　山本武史（近畿大学）

小池晃次（名古屋大学大学院） 「部分的抜き出しと循環的線形化」 
　司会　　堀田優子（金沢大学）

蒲地賢一郎（志學館大学） 「隠れたEpistemic Modality」
古賀恵介（福岡大学） 「認知文法から見た人称概念」

午　　後
シンポジウム　　13時05分より15時50分まで
Ｄ室　Exploring the Notion of “Perfection” in Language Design （人間社会第１講義棟１階 102講義室）
　司会　　Hisatsugu Kitahara（Keio University）
　講師　　T. Daniel Seely（Eastern Michigan University） “Perfection is Simple”
　講師　　Miki Obata（Tokyo University of Science） “Eliminating C-deletion in the Syntax: Structure Building by Merge”
　講師　　Masanobu Sorida（Sophia University） “Toward a Restricted Theory of Formal Features”

Ｅ室　Polarity-Sensitive Items: Their Forms, Meanings, and Functions （人間社会第１講義棟２階 201講義室）
　司会　　Osamu Sawada（Mie University）
　講師　　Hideki Kishimoto（Kobe University） “Structural Aspects of NPI Licensing in Japanese”
　講師　　Ikumi Imani（Nagoya Gakuin University） “Semantic and Pragmatic Analysis of Wh-ka in Japanese”
　講師　　Kimiko Nakanishi（Ochanomizu University） “Scalar Particles and Polarity Sensitivity”
　講師　　Osamu Sawada（Mie University） “Expressives and Polarity Sensitivity”

Ｆ室　意味・機能の変容の諸相 （人間社会第１講義棟３階 301講義室）
　司会　　岡田禎之（大阪大学）
　講師　　岡田禎之（大阪大学） 「身体部位名詞の意味拡張と連語における意味分布」
　講師　　家入葉子（京都大学） 「英語の否定構文とJespersenのサイクル」
　講師　　山口治彦（神戸市外国語大学） 「引用の３つのかたち―メタ言語の機能的類型―」

交　通： JR金沢駅よりバス：金沢駅（東口）⑥番のりばから「金沢大学行き」に乗車、終点「金沢大学」下車。
（バス乗車時間約40分）

参加費：2,000円（会員、非会員とも）。
ただし、公開特別シンポジウム（シンポジウムＡ室）のみの入場は無料。

○大会期間中（12日・13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。
○12日（土）は、学内にある大学会館の食堂・売店（営業時間：食堂11:00～13:30、売店9:00～14:00）をご
利用いただけます。13日（日）は、食堂（営業時間：食堂11:30～13:00）をご利用いただけます（売店の営業
はありません）。なお、大学周辺にレストランやコンビニはありません（自動販売機は、学会会場にあります）。
○書籍展示・販売会場：人間社会第１講義棟２階202～ 205講義室

会　　　　　長：大庭幸男（関西外国語大学）
大会運営委員：［委員長］小川芳樹（東北大学）、［副委員長］本間伸輔（新潟大学）、小畑美貴（東京理科大学）、澤田　治（三重大学）、

森田順也（金城学院大学）、山本武史（近畿大学）、柴﨑礼士郎（明治大学）、中尾千鶴（大東文化大学）、堀田優子
（金沢大学）、吉田悦子（三重大学）、島田雅晴（筑波大学）、鈴木　亨（山形大学）、都築雅子（中京大学）、
秦かおり（大阪大学）、村上まどか（実践女子大学）

開 催 校 委 員：［代表］中村芳久、數見由紀子、澤田茂保、堀田優子、守屋哲治
開催校協力委員：岡本芳和（金沢星稜大学）、川畠嘉美（石川工業高等専門学校）、小林　隆（石川工業高等専門学校）、轟　里香

（北陸大学）、宮浦国江（北陸学院大学）、森　　貞（福井工業高等専門学校）
事　　務　　局：［事務局長］梅原大輔（甲南女子大学）、黒川尚彦（大阪工業大学）、岩崎真哉（大阪国際大学）、森　英樹（福井

県立大学）、藤井友比呂（横浜国立大学）、初谷智子（姫路獨協大学）

＊学会誌English Linguisticsならびに学会賞・新人賞への応募締切日等につきましては、Newsletter『え～ごがく』および学
会ホームページ（http://elsj.jp/）をご覧下さい。
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