関 西 言 語 学 会
第32回大会プログラム

日時：2007年6月9日(土)・10日(日)
会場：同志社大学今出川校地
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
京都市営地下鉄今出川駅下車すぐ
http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_access.html

関西言語学会
(Kansai Linguistic Society)
事務局
〒560-0043 豊中市待兼山町1−8
大阪大学言語文化研究科 由本陽子研究室内
http://homepage2.nifty.com/KLS/KLSface.html

大会スケジュール
6月9日(土)

6月10日(日)
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受付
ワークショップ
開会
研究発表Ⅰ
シンポジウム・研究発表Ⅱ
懇親会
受付
研究発表Ⅲ
研究発表Ⅳ
招待講演
閉会

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◇会費
・会費(一般4,000円、学生3,000円)は当日受付にてお願いいたします。
・関西言語学会は、大会に参加して会費を納められた方をその年度の会員としています。初めての方
も自由にご参加ください。
・受付で会費と引き換えに、昨年の大会の発表論文を収録したプロシーディングズ(KLS27)と名札をお
渡しします。会場では名札をご着用ください。名札のない方は入場できません。
◇懇親会
・第1日のシンポジウム・研究発表Ⅱ終了後、寒梅館最上階 SECOND HOUSE willにて懇親会を開き
ます。発表者の方も、一般会員の方も、気軽にご参加ください。(会費 一般4,000円、学生3,000円)
◇昼食
・9日(土)は学内の食堂が営業しています。10日(日)は寒梅館1階のレストラン(Hamac de Paradis)のみ
営業(11:00〜)しています。昼食はご持参いただくほうが無難です。
◇休憩室・書籍展示
・両日とも休憩および書籍の展示・販売のための部屋を用意しています。詳細は次ページ「会場案内」
をご覧ください。
◇その他
・駐車場はありません。
・キャンパスは指定された屋外の喫煙場所以外、全面禁煙です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
大会実行委員
龍城正明(委員長)
西光義弘 野田尚史
吉村公宏
開催校委員
中井 悟(代表)

有村兼彬
東森 勲

上田 功
藤田耕司

菊田千春

菅原真理子

1

岸本秀樹
益岡隆志

金水 敏
松本 曜

窪薗晴夫
山梨正明

会場案内

同志社大学今出川校地（〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入）
キャンパスマップ：http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_campus.html
6 月 9 日（土）
受付
開会
休憩室
書籍展示
午前

午後

ワークショップ
A 会場
B 会場
研究発表Ⅰ・Ⅱ
A 会場
B 会場
C 会場
シンポジウム
懇親会

6 月 10 日（日）
受付
休憩室
書籍展示
午前

午後

研究発表Ⅲ
A 会場
B 会場
C 会場
研究発表Ⅳ
A 会場
B 会場
C 会場
招待講演

至誠館 1 階 ロビー
至誠館地下 2 番教室（S 地 2）
扶桑館 104 番教室（F104）
扶桑館 103 番教室（F103）

至誠館 21 番教室（S21）
至誠館 3 番教室（S3）
至誠館地下 2 番教室（S 地 2）
至誠館地下 3 番教室（S 地 3 ）
至誠館 4 番教室（S４）
至誠館地下 2 番教室（S 地 2）
寒梅館最上階 SECOND HOUSE will

至誠館 1 階 ロビー
扶桑館 104 番教室（F104）
扶桑館 103 番教室（F103）

至誠館地下 2 番教室（S 地 2）
至誠館地下 3 番教室（S 地 3）
至誠館４番教室（S４）
至誠館地下 2 番教室（S 地 2）
至誠館地下 3 番教室（S 地 3）
至誠館４番教室（S４）
明徳館 1 番教室 (M１)
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第32回大会プログラム

第1日 6月9日（土）
受付開始
ワークショップ

９：１５

［至誠館1階ロビー］

１０：００〜１２：００

A会場［至誠館21番教室 （S21）
］「言語表現の非対称性とその認知的基盤」
司会（発表） 大谷直輝（京都大学大学院／日本学術振興会特別研究員）
発表者
佐藤博史（天理大学）
澤田 淳（京都大学大学院／日本学術振興会特別研究員）
深田 智（英知大学）
B会場［至誠館3番教室 （S3）
］「語の知識、文法の知識−特質構造の可能性について−」
司会（発表） 磯野達也（くらしき作陽大学）
発表者
境 倫代（大阪大学大学院）
長谷部郁子（学習院女子中等科非常勤）

開会の辞

１３：００ ［至誠館地下2番教室 （S地2）
］
関西言語学会会長 成田義光

研究発表Ⅰ

１３：２０〜１４：３０
（1．13:20-13:55, 2．13:55-14:30）

A会場 ［至誠館地下2番教室 （S地2）
］
司会
松本 曜（神戸大学）
概念メタファーの考察
1. 空間から時間へ
―「先」
「前」
「後」の分析を通じて―
伊藤 創（大阪大学大学院）
2. fromとout of：英語の起点表現に関する再考
出水孝典（立命館大学）

B会場［至誠館地下3番教室 （S地3）
］
司会
野田尚史（大阪府立大学）
1. 日本語音象徴語における二つの音象徴
秋田喜美（神戸大学大学院／日本学術振興会特別研究員）
2. 第二言語習得データに見る「ものだ」の文法化の方向性：共時的類型論の観点から
玉地瑞穂（高松大学）
・堀江 薫（東北大学）

3

C会場［至誠館4番教室 （S4）
］
司会
上田 功（大阪外国語大学）
1. オノマトペの音象徴に関するスキーマ的分析
井上加寿子（大阪大学大学院）
2. 阻害音の位置的有標性
竹安 大（神戸大学大学院／日本学術振興会特別研究員）
研究発表Ⅱ

１４：４５〜１７：５０
(3．14:45-15:20, 4．15:20-15-55, 5．16:05-16:40, 6．16:40-17:15,
7．17:15-17:50)

C会場［至誠館4番教室 （S4）
］
司会
窪薗晴夫（神戸大学）
3. The Realization of the English Plural Morpheme in Japanese and the Accessibility to the Morphological
Information
六川雅彦（南山大学）
4. 関西弁における呼称選択「さん〜はん〜促音化」の音韻分析
田端敏幸（千葉大学）
［招聘］
司会
有村兼彬（甲南大学）
5. “Subject Sensitivity” in Controller Choice and C0-Binding: EC/PC Distinction, Passivizability and Split
Control
猪熊作巳（東京大学大学院）
6. On Possessive and Ditransitive Constructions in Japanese
尾上裕美（大阪大学大学院）
7. 補文化辞消去への類型論的アプローチ
廣江 顕（尚絅大学）

シンポジウム

１４：４５〜１７：５０

［至誠館地下2番教室 (S地2)］

「認知文法の思考法」
司会
講師

懇親会

吉村公宏（奈良教育大学）
野村益寛（北海道大学）
池上嘉彦（昭和女子大学）
吉村公宏（奈良教育大学）

認知文法のアルケオロジー
<意味>の進化―その拡がりと深まり
東洋的な見方と認知文法

１８：００〜２０：００
会場 寒梅館最上階 SECOND HOUSE will
（会費 一般4,000円、学生3,000円）
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第２日 6月10日（日）
受付開始
研究発表Ⅲ

９：３０ ［至誠館1階ロビー］
１０：００〜１２：３０
(8．10:00-10:35, 9．10:35-11:10, 10．11:20-11:55, 11．11:55-12:30)

A会場［至誠館地下2番教室 （S地2）
］
司会
菊田千春（同志社大学）
8. フランス語の連想照応に関して
―le 定名詞句照応におけるその特殊性と一般性―
出口優木（京都大学大学院）
9. On Elliptical Blended Referents
安原和也（日本学術振興会特別研究員）
司会
桐生和幸（美作大学）
10. トルコ語の属格名詞の独立性についての考察―Word Grammarによる分析―
吉村大樹（大阪薫英女子短期大学非常勤）
11. ネワール語における使役移動動詞の拡張表現
松瀬育子（慶應義塾大学非常勤）
B会場［至誠館地下3番教室 （S地3）
］
司会
益岡隆志（神戸市外国語大学）
8. 文連接における同主題の顕現
―継起の文連接における同主題の顕現と他の文連接との関係から―
金 美林（大阪府立大学大学院）
9. とりたて詞の分類をめぐって
茂木俊伸（鳴門教育大学）
［招聘］
司会
早瀬尚子（大阪外国語大学）
10. 英語進行形の表す時間幅の伸縮性について
秀野作次郎（関西大学大学院）
11. 冠詞と時制の平行性
―現在完了のスキーマ的意味はcurrent relevanceか―
岩田真紀（京都府立洛北高等学校）
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C会場［至誠館4番教室 （S4）
］
司会
児玉一宏（京都教育大学）
8. it-Cleft構文[it be X that Y]
―itがXに生起不可の理由―
篠原弘樹（大阪大学大学院）
9. Qualia Structureによる-ing前置修飾の意味構造
宮田洋介（同朋学園同朋高等学校）
司会
龍城正明（同志社大学）
10. 文末のthoughの語用論的機能について
ダフィー美佐（奈良女子大学大学院）
11. 態度動詞文・It' raining.そしてモダリティ
伊藤徳文（徳島文理大学）
［招聘］

研究発表Ⅳ

１４：００〜１５：４５
（12．14:00-14:35, 13．14:35-15:10, 14．15:10-15:45）

A会場［至誠館地下2番教室 （S地2）
］
司会
岸本秀樹（神戸大学）
12. 日本語の従属節の類型とル／タ形の分布
―動詞の不定形と領域を求めて―
福原香織（大阪外国語大学大学院）
13. Logophors beyond Silence: A Preliminary Study
原田なをみ（立教女学院短期大学）・坊農真弓（京都大学大学院）
14. ヒンディー語・ウルドゥー語の右方かきまぜ、残余句移動と再構築現象
寺田 寛（大阪教育大学）
［招聘］
B会場［至誠館地下3番教室 （S地3）
］
司会
東森 勲（龍谷大学）
12. 形容詞の多義性とメタファー表現に関する一考察
岩橋一樹（大阪大学大学院）
13. 知覚表現における態度の二面性の認知言語学的考察
―「見る」
「聞く」の統語と意味拡張を中心に―
高嶋由布子（京都大学大学院）
14. アクティブゾーン・プロファイルの不一致現象」の構文メトニミーとしての分析
山本幸一（名古屋大学大学院）
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C会場［至誠館4番教室 （S4）
］
司会
金水 敏（大阪大学）
12. 尺度概念を持つ極性項目「一滴でも」と「一滴も」
後藤リサ（奈良女子大学大学院）
13. 中国語複合動詞「改V」の意味概念と統語構造
王 蓓淳（大阪大学大学院）
14. 接辞「−たて」の意味分析
足立公平（国士舘大学）

招待講演

１６：００〜１７：３０

［明徳館1番教室 (M1)］

Recursion and Modularity: The Implications of Mental Diversity
司会
講師

閉会の辞

藤田耕司（京都大学）
Thomas Roeper (University of Massachusetts Amherst)

１７：３０

関西言語学会副会長 西光義弘
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