日本認知言語学会第21回全国大会プログラム
９月５日（土）
ワークショップ 第１室

「構文文法の基本的な考え方に
ついて問い直す」

ワ
ク
シ
ョ
ッ
プ

10:00
｜
11:00

ワークショップ 第２室

ワークショップ 第３室

○大谷直輝（東京外国語大学）・ ○李澤熊（名古屋大学）・栗木久美 ○篠原和子（東京農工大学）・田
淺尾仁彦（情報通信研究機構）・ （名古屋大学）・閔ソラ（名古屋大 中友章（東京農工大学[学部]）・
宮下博幸（関西学院大学）・横森 学）・滝理江（名古屋大学)
市原禄朗（東京農工大学[学
大輔（九州大学）・早瀬尚子（大阪
部]）・清水拓夢（東京農工大学
大学）・渋谷良方（金沢大学）
[学部]）・鈴木沙英（慶應義塾大
学[学部]）・平原豪（明海大学[学
部]）・熊谷学而（明海大学）・川原
繁人（慶応義塾大学）

招聘発表 第１室

第
１
発
表

招
聘
発
表

第
２
発
表

11:35
｜
11:55

○今井隆夫（南山大学）・宮浦国
江（北陸学院大学）・中谷博美（滋
賀県立大学）・大西美穂（名古屋
短期大学)・中川右也（三重大学）

ポスター 第１室

"Teaching construal: Toward
better integration of a usagebased approach and
11:10 sociocultural theory to
｜
teaching difficult items to
11:30 JSL learners"
Kyoko Masuda (Georgia
Institute of Technology）
＊Presentation in English
「日英の属格構文における
参照点関係の階層性について」
熊代敏行（慶應義塾大学）

ワークショップ 第４室

「意味分析の方法と実際―認知言 「音象徴研究から理論と実践を考 「英語学習/教育分野への認知言
語学の概念を援用した分析を通し える―キャラクター名・商品名の 語学の貢献の事例研究」
て」
分析をもとに」

第
１
発
表

11:10
｜
11:25

ポ
ス
タ
セ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
発
表

11:30
｜
11:45

ポスター 第３室

「日中色彩語「黒い」の比喩的意
味の拡張メカニズムに関する研
究」
郭麗（東北大学[院]）

"An Experiencer of the
Construction of "It feels +
Adjective + to + Verb" "
国政文佳 （フリー）

11:50
｜
12:05

＊Presentation in English

「時間論によるモダリティ研究へ
の試論―中国語の認識的モダリ
ティの“要”を例にして―」
佐野洋 （東京外国語大学 ) ・張
婷 （東京外国語大学［院］）

総会 13:00～13:20 会長挨拶を含む（ライブ配信）
特別講演 13:20～14:40 （ライブ配信）

「言語の進化と創発の構成論」 橋本敬先生（北陸先端科学技術大学院大学）

研究発表 第１室

研究発表 第２室

「グラウンド再考」
「概念メタファー≪メンタルは植物
平岩加寿子（大阪学院大学［院］） ≫の「まだら」問題について」
銭秀双 （フリー）
第
１
発
表

第
２
発
表

14:50
｜
15:10

研究発表 第３室

「直喩の比喩性をうみだす意味と
文法―英語比較構文の変種から
考える」
田丸歩実 （京都大学 [非常勤]）

研究発表 第４室

"Analyzing contextual
variability of nouns: A frame
semantic approach"
神原一帆 （京都大学［院］）

研究発表 第５室

「「〈句・文〉＋的なY」における「的
な」の意味」
沈雪君 （法政大学［院］）

＊Presentation in English

「短歌の<われ>の明示頻度に見 「日本語の事象構造メタファーに
みられる写像の多層性―社会事
られる主観性の地域差」
象の概念化における速度変化移
大槻くるみ（東北大学）
動の表現―」
15:15
三田寛真 （東京大学[院]）・朱薇娜
｜
（名古屋大学）・松浦光 （横浜国
15:35
立大学[非]）

"The Categorization of SAI in 「「接しかた」と名詞の意味論」
氏家啓吾 （東京大学[院]）
As -clauses in Manner Use
from the Viewpoint of
Discourse-Modality"
徳永和博 （大阪大学[院]）

「様態ソウダの名詞句接続におけ
る語用論的制約 ―なぜ「いい人
そうだ」が言えて「いい言語学者
そうだ」とは言えないのか―」
宮口徹也（中部学院大学）

＊Presentation in English

休憩

研
究
発
表

第
３
発
表
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４
発
表

第
５
発
表

15:45
｜
16:05

「ミームとしての言語―慣習性を
問い直す」
萩澤大輝 （神戸市外国語大学
[院]）・田中太一 （東京大学[院]）

「日本語，英語，ペルシア語の移
動事象の対照研究―『ハリー・ポッ
ターと秘密の部屋』のデータをもと
に―」
ジャヴァンマルディ・パリーマ（東
北大学[院]）

"Constraints on the event
integration in English
resultative constructions"
岩崎剛毅 （東京大学[院]）

「多義ネットワークにおける動的
平衡状態―図形〇の場合」
寺西隆弘 （同志社大学）

"On the independent
structures of [P + V-ba?] and
[P + V-ba…] in Japanese: A
functionalist perspective"
桑忠林 （名古屋大学[院]）

＊Presentation in English
＊Presentation in English

"Empathy and Cognitive
Linguistics: How Empathy
Factors Are Involved in
16:10 Language"
田中悠介（京都大学[院]）
｜

「「た」・「ている」の使用と「認識内/
外の情報」の関わり―肯定・否定
形式の成立の観点から」
山田祐也 （名古屋大学[院]） ・ 堀
江薫 （名古屋大学）

「前置詞pastとaroundの空間的 「現代日本語における［X＋派］構 「他動詞化接辞 -as を伴う他動詞
意味についての認知言語学的分 文の多義構造」
を含む日本語の自他動詞対の概
析」
大志民彩加 （名古屋大学[院]）
念的基盤」
森創摩（千葉工業大学）
関根雅晴（京都大学[院]）

16:30

＊Presentation in English

16:35
｜
16:55

ポスター 第４室

「多義的形容詞に対する類似度
評定を用いた多義認定の有効性
―現代日本語次元形容詞の結果
から―」
西内沙恵 （筑波大学[院]）

「「ことになる」の用法―認知言語 「英語自動詞comeの意味拡張に 「話し言葉としての自動詞受身表 「日本語を第二言語とする幼児の
学的考察―」
現の意味と用法について―日中 名詞修飾節の習得プロセス―「ス
ついて」
関根和枝（三重大学）
ロット付きスキーマ」合成仮説に
村松擁 （関西外国語大学［院］） の使い方の違いを考える―」
黒田弘美・王蕊（立命館アジア太 基づいて―」
平洋大学）
橋本ゆかり （横浜国立大学）

※招聘発表はポスター発表と発表時間が異なります。ご注
意ください。
第
３
発
表

ポスター 第２室

「「AはBの代名詞」形式に関する 「言語学研究の成果から考える
学校教師の持つべき文法知識―
考察」
籾山泰斗（東京外国語大学[院]） 進行形を中心に―」
増井秀明（中京大学[院]）

「比喩表現の指標となる「同一性 「現在完了進行形が表す「感情的 「under-V-ed に生じる主格補語
否定」の手がかり句」
効果」について」
構文」
加藤祥 （目白大学）・浅原正幸
志村春香 （筑波大学［院］）
岩宮努（大阪大学[院]）
（国立国語研究所）

"Applying topic models to
「中国語の視覚動詞「看」の文法
化について」
study polysemy: The case of
山﨑雅人（大阪市立大学）
the noun streams"
木山直毅 （北九州市立大学）・渋
谷良方 （金沢大学）
＊Presentation in English

「英日翻訳における主節他動詞と
その目的語の順送り訳に関する
考察」
北村富弘（フリー／水野翻訳通
訳研究所研究員）

