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スケジュール
6月13日（土）

6月14日（日）

12:00-

受付開始

13:00-14:55

研究発表Ⅰ

会場 A, B, C

15:10-15:30

総会

会場 A

15:40-17:10

招待講演

会場 A

17:30-19:30

懇親会

中止

10:00-

受付開始

10:30-12:25

研究発表Ⅱ

会場 A, B, C

13:30-16:30

シンポジウム

会場 A

16:30

閉会の辞

会場 A

❒ 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（https://kls-linguist.com/）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3,000円，学生2,000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（中止）

第45回大会プログラム

第１日：6月13日（土）
大会受付開始［受付カウンター］………. ....................................................................... 12:00

研究発表Ⅰ［会場 A, B, C］.......................................................................................... 13:00−14:55
A 会場
1 (13:00-13:35)

司会：金水 敏（大阪大学）
感情形容詞「嬉しい」と「楽しい」の違い
坂場 大道

2 (13:40-14:15)

(大阪大学大学院生)

日韓語の指示詞の現場指示用法の対照
―原理から外れる事例を中心に―
李 康元 (名古屋大学大学院生) ・堀江 薫（名古屋大学）

3 (14:20-14:55)

脱使役化動詞の統語的特徴

―受動・使役・可能の観点から―
竹本 理美（筑波大学大学院生）

B 会場
1 (13:00-13:35)

司会：田中 真一（神戸大学）
チャハルモンゴル語の外来語発音における母音の調和と変化：有標性と位置的忠実性
に着目して
金

2 (13:40-14:15)

正琳（神戸大学大学院生）

韓国語における列挙句の音韻句形成と音韻構造
KWON GYONGBAE（神戸大学大学院生）

3 (14:20-14:55)

二歳までの日本語音韻発達プログラム

【招聘発表】
山根 典子（広島大学）

C 会場
1 (13:00-13:35)

司会：益岡 隆志（関西外国語大学）
中級日本語学習者の語用論的能力 ―ヘッジを伴う間接発話行為の理解能力の考察―
堀田 智子（東北大学）

2 (13:40-14:15)

中国語における形容詞一語文の間主観性
―日本語形容詞語幹構文との比較を通して―
張 暁琳（広島大学大学院生）

3 (14:20-14:55)

喜界島方言における Evidentiality
加藤 慶将（関西学院大学）

総会［A 会場］ .....................................................................................................15:10-15:30
招待講演［A 会場］ ............................................................................................. 15:40−17:10

司会

佐野 まさき（立命館大学）

「生成文法における単純性概念について」
福井 直樹（上智大学）

第２日：6月14日（日）

研究発表Ⅱ［会場 A, B, C］ ................................................................................ 10:30−12:25
A 会場
4 (10:30-11:05)

司会：佐野 まさき（立命館大学）
形容詞 same と英語名詞句の統語論

【招聘発表】
前川

5 (11:10-11:45)

貴史（龍谷大学）

日本語の尊敬表現の文処理における素性の呼び出しについて
祐伯 敦史（関西学院大学大学院生）・中野 陽子（関西学院大学）

6 (11:50-11:25)

東京方言の属格主語とゼロ格主語の構造に関して
佐久間

B 会場
4 (10:30-11:05)

篤（南山大学大学院生）

司会：有田 節子（立命館大学）
Subjective and Objective Construal of the Japanese Benefactive Auxiliary Verb Kureru
Yusuke Tanaka （Graduate student, Kyoto University）

5 (11:10-11:45)

On PF-based Licensing Systems of Indeterminate Pronouns: What Must be in the Same
I-Phrase?
Yuki Tagi (Graduate student, Osaka University）

6 (11:50-11:25)

Public Commitments に基づく 2 種のコトダ構文の分析
田村

早苗（北星学園大学）

C 会場
司会：三宅 知宏（大阪大学）
4 (10:30-11:05)

Basic colour terms in Old Japanese revisited
Sho Tobioka（Graduate student, Nagoya University）

5 (11:10-11:45)

The typology of motion expressions in English, Japanese, and Persian
―satellite-framed, verb-framed or mix-framed languages―
Parimah JAVANMARDI（Graduate student, Tohoku University）

6 (11:50-11:25)

Varieties of positive polarity minimizers: A view from the Japanese experience-based
minimizer honokani ‘faintly’

【招聘発表】
Osamu Sawada（Kobe University）

シンポジウム［会場 A］ ...................................................................................... 13:30−16:30
「言語学におけるコミュニケーション学をめぐって」
オーガナイザー：

龍城 正明 (同志社大学)

パネラー：
林 礼子

（甲南女子大学）

窪園

晴夫（国立国語研究所）

岸本

秀樹

（神戸大学）

閉会の辞［会場 A］ ........................................................................................................ 16:30
関西言語学会会長 龍城 正明
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