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A 会場	 

B 会場	 

C 会場	 受	 付	 

書籍展示	 

控室	 

大会本部	 



 
スケジュール 

 

 6月10日（土） 10:00-12:00  ワークショップ 総合人間学部棟 1階・地下1階 

 12:00- 受付開始 総合人間学部棟 地下1階ホール 

 13:00-14:55  研究発表Ⅰ 総合人間学部棟 1階・地下1階 

 15:15-18:15  シンポジウム 人間・環境学研究科棟地下1階 大講義室 

 18:30-20:30  懇親会  

 

 6月11日（日） 10:00-  受付開始 総合人間学部棟 地下1階ホール 

 10:30-11:45  研究発表Ⅱ 総合人間学部棟 1階・地下1階 

 13:00-14:15  研究発表Ⅲ  総合人間学部棟 1階・地下1階 

 14:30-14:50  総会 人間・環境学研究科棟地下1階 大講義室 

 14:50-16:20 招待講演 人間・環境学研究科棟地下1階 大講義室 

 16:20 閉会の辞 人間・環境学研究科棟地下1階 大講義室 

   

 

❒ 大会参加について 

・ 事前に会員登録をお願いします。大会前10日以内に会費納入された方は振替受領書をお持ち下さい。

会費納入が確認できない場合，当日会費のお支払いをお願いし，後日確認後，返金いたします。会員

登録については学会ウェブサイト（http://kls.h.kyoto-u.ac.jp/）をご覧下さい。 

・ 会員は参加無料（会員登録も当日行っております）。当日会員は一般2,000円，学生1,000円です。 

・ 受付で会員登録を確認したうえで，名札をお渡しします。会場では名札を着用下さい。名札のない方

は入場できません。 

 

❒ 懇親会 

第1日目のシンポジウム終了後, カンフォーラ（吉田キャンパス）で懇親会を開きます。発表者の方も一

般会員の方も，気軽にご参加下さい。（会費：一般4,000円，学生3,000円） 

 

❒ 昼食 

10日（土）・11日（日）ともに、カンフォーラ（吉田キャンパス）がご利用いただけます。近隣の店舗も

ご利用下さい（受付にてランチマップをお配りします）。 

 

❒ 喫煙・ゴミについて 

・会場内は禁煙です。喫煙は会場校が指定する場所でお願いします（大会受付にお尋ね下さい）。	 

・ゴミのお持ち帰りにご協力下さい。



第42回大会プログラム	 
	 

	 

	 第１日：６月１０日（土）	 

	 

ワークショップ [総合人間学部棟 1階・地下 1階] ..............................................10:00−12:00 
 
A会場 1102教室 

名詞句が関わる指示機能と叙述機能 

代表者：眞野	 美穂（鳴門教育大学）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 岩男	 考哲（神戸市外国語大学）	 

	 建石	 始（神戸女学院大学）	 

指定討論者：益岡	 隆志（関西外国語大学）	 

	 

Ｂ会場	 1B05 教室	 

Experimental Approaches to the Linguistic Interpretation 

 

Organizer: Taro Okahisa (Kyoto University [graduate student]) 

  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Motoki Saito (Kyoto University, JSPS Research Fellow) 

	 Kaori Yamasaki (Ochanomizu University [graduate student]) 

Isabel Lacruz (Kent State University) 

	 

Ｃ会場	 1B06 教室	 

パソコンがあれば出来ることばの実験研究の実際	 

	 	 代表者：中谷	 健太郎（甲南大学）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中野	 陽子（関西学院大学）	 

	 田中 幹大（甲南女子大学）	 

青木 奈律乃（甲南大学大学院生）	 

	 

	 

大会受付開始［総合人間学部棟 地下1階ホール］………............................................... 12:00 
 
 
研究発表Ⅰ［総合人間学部棟 1階・地下 1階］ .......................................................13:00−14:55 
 
A会場 1102教室 司会：田村	 幸誠（大阪大学） 

1  (13:00-13:35) Metaphor and metonymy in denominal verbs in English: A corpus-based case study of animal 

verbs 

   Hirotaka Nakajima (Kobe University [graduate student]) 

 



2  (13:40-14:15) On the contextual persistence in grammaticalization: Evidence from the development of two 

Chinese connectives 

                Bing Zhu (Nagoya University [graduate student])  

3  (14:20-14:55) お尻と背中を追いかけて―身体部位詞「尻」と「背中」の慣用表現の考察 

 大神 雄一郎（摂南大学・大阪薬科大学 非常勤講師） 

 

B会場 1B05教室 司会：菊田	 千春（同志社大学）	 

1  (13:00-13:35) 動詞 dropの例外性 

 出水 孝典（神戸学院大学） 

2  (13:40-14:15) 英語の-en接辞動詞化に関する意味的考察 

 又吉 貴大（神戸松蔭女子学院大学大学院生）・日高 俊夫（九州国際大学） 

3  (14:20-14:55) A semantic analysis of English accommodation construction in comparison with Chinese 

 于 一楽（滋賀大学） 

 

C会場 1B06教室 司会：西垣内 泰介（神戸松蔭女子学院大学） 

1  (13:00-13:35)  語彙的複合動詞と複合語パラメータの関連性について 

 木戸 康人（神戸大学／日本学術振興会特別研究員） 

2  (13:40-14:15) 能格動詞はなぜ there 構文に現れないのか ― 部分格分析の再考とラベル付け 

 本田 隆裕（神戸女子大学） 

3  (14:20-14:55) Cyclic Spell-Out as a Locus of Exocentric Linearization【招聘発表】 

 成田 広樹（東海大学） 

 

 
シンポジウム［人間・環境学研究科棟 地下 1階大講義室］ .............................. 15:15−18:15 
 
日本語の「使役性」をめぐって ̶日本語研究と一般言語理論との対話̶ 

 

	 オーガナイザー：三宅	 知宏（大阪大学）	 

日本語の「使役」の諸相	 三宅	 知宏（大阪大学）	 

日本語における「使役」文の歴史	 青木	 博史（九州大学）	 

現代日本語の使役（動詞）・causative (verb)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 早津	 恵美子（東京外国語大学）	 

指定討論者：西村	 義樹（東京大学）	 

藤田	 耕司（京都大学）	 

 

 

懇親会［カンフォーラ（吉田キャンパス）］ .................................................... 18:30−20:30 
 （会費：一般 4,000円，学生 3,000円）	 

	 

	 

	 



	 第２日：６月１１日（日）	 

 

 

研究発表Ⅱ［総合人間学部棟 1階・地下 1階］ ................................................. 10:30−11:45 
 

A会場 1102教室 司会： 金水 敏（大阪大学） 

4 (10:30-11:05) 方言データから見る持続形式の意味拡張‐岡山方言を中心に‐ 

 鴨井 修平（同志社大学研究補助員） 
5 (11:10-11:45) 北海道方言における自発語形のゆれ【招聘発表】 

 佐々木 冠（立命館大学） 

 

B会場 1B05教室   司会：水口	 志乃扶（神戸大学）	 

4 (10:30-11:05) コト節を選択するコントロール構文と述語の意味 

 阿久澤 弘陽（筑波大学大学院生） 

5 (11:10-11:45) If + not [P] タイプの insubordinationをめぐって	  

―その語用論的機能と命題 [P] の性質を分析する― 

   平尾 恵美（奈良女子大学大学院生） 

 

C会場 1B06教室  司会：鄭 聖汝（大阪大学） 

4 (10:30-11:05) 韓国人日本語学習者の特殊拍に対する産出データ分析： 

韓国語の音節構造による産出パターン	 

	 	 李	 多慧（神戸大学大学院生） 

5 (11:10-11:45) 認識のモダリティ「かもしれない」の拡張用法に関する機能論的分析 

―韓国語「-kes kathta（-것	 같다）」との比較を通して― 

田邊 泉（広島大学職員）・堀江 薫（名古屋大学） 

 
 

研究発表Ⅲ［総合人間学部棟 1階・地下 1階］ ................................................. 13:00−14:15 
 

A会場 1102教室 司会： 西光 義弘（神戸大学名誉教授） 

6 (13:00-13:35) シンハラ語の二重主語構文 

 宮岸 哲也（安田女子大学・大阪府立大学客員研究員） 
7 (13:40-14:15) トルコ語の分詞の意味的特徴について 

 エスラ・クラ（岡山大学大学院生） 

 

B会場 1B05教室   司会：定延	 利之（京都大学）	 

6 (13:00-13:35) The Time-Quantification by Floating Proportional Quantifier Hotondo and Subinterval 

Property 

 平山 裕人（大阪大学大学院生） 

 



7 (13:40-14:15) アイヌ語の場所表現に見られる定性に関する考察 

―英語の weak definiteとの比較を通して― 

井上 拓也（京都大学大学院生） 

 

C会場 1B06教室   司会：上田 功（大阪大学） 

6 (13:00-13:35) 日本語の歌謡における音符付与と超重音節	 

	 高嶋	 秀（神戸大学大学院研究生） 

7 (13:40-14:15) 無声歯茎破裂音の尾子音と撥音便について 

氏平 明（新潟リハビリテーション大学） 

 
 
総会［人間・環境学研究科棟 地下1階大講義室］ ......................................................... 14:30 
 
 
招待講演［人間・環境学研究科棟 地下1階大講義室］ ....................................... 14:50−16:20 
 

           司会：龍城	 正明（同志社大学）	 

意図明示的コミュニケーションが言語発達に果たす役割         

小林 春美 (東京電機大学）	 

	 

  

閉会の辞［人間・環境学研究科棟 地下1階大講義室］ .................................................. 16:20 

	 関西言語学会会長	 龍城	 正明	 



京都大学吉田南キャンパスへのアクセス 

 

 
 
交通アクセス  
・河原町（阪急）・今出川（地下鉄烏丸線）から市バス 201系統（百万遍行）「京大正門前」下車 
・出町柳（京阪電車）から徒歩 20分、または市バス 201系統（百万遍行）「京大正門前」下車 
・京都駅（JR）から市バス 206系統（東山通・北大路バスターミナル行）「京大正門前」下車 
※バス停留所は、https://www2.city.kyoto.lg.jp/kotsu/webguide/ja/bus/busstop_bunsetu.htmlでご確認下さい。 

 

大会実行委員	 上田	 功	 (委員長)	 秋田	 喜美	 有田	 節子	 菊田	 千春	 金水	 敏	 

	 定延	 利之	 佐野	 まさき	 菅原	 真理子	 龍城	 正明	 田中	 真一	 

	 田中	 裕幸	 	 	 	 	 	 田村	 幸誠	 	 	 鄭	 聖汝	 中井	 悟	 中野	 陽子	 

 中谷 健太郎	 那須	 紀夫	 長谷部	 陽一郎	 益岡	 隆志	 	 	 松本	 曜	 

	 水口	 志乃扶	 三宅	 知宏	 吉村	 公宏	 

	 	 

開催校委員 藤田	 耕司	 	 谷口	 一美	 	 	 	 金丸	 敏幸	 	 	 	 守田	 貴弘	 

	 

事務局 藤田	 耕司	 	 	 	 	 谷口	 一美	 松本	 マスミ	 児玉	 一宏	 	 	 	 	 長谷部	 陽一郎	 


