
日本歴史言語学会 2015 年大会 開催のご案内 

 

 秋涼の候、皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2011年に設立された日本歴史言語学会の第5回大会が、下記の要領で開催さ

れます。学会員の皆様には、日頃のご支援とご協力に対し篤く感謝申し上げます。

つきましては以下のプログラムをご高覧の上、大会へのご参集のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

                          会      長   千種眞一 

                          大会委員長  吉田 豊 

 

記 

 

時   2015年12月19日(土)-12月20日(日) 

於    北海学園大学豊平キャンパス 

   062-8605 札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号 

   Tel. 011-841-1161 

 

受 付    34番教室前 

 

大会委員長    吉田 豊（京都大学）・岡島昭浩（大阪大学） 

大会実行委員長  上野誠治（北海学園大学） 

大会参加費   日本歴史言語学会会員 無料 

   非会員 2000 円(一般)、1000 円(学生) 

   ただし、一日目の講演会については無料公開。 

 

共 催  北海学園大学人文学部、大学院文学研究科 

 

 

 

 

 



日本歴史言語学会2015年大会  

プログラム 

 

第一日 12月19日(土) 

 

12:00-13:30  理事会  於 A208 

 

13:00   受付開始  於 34番教室前 

 

13:00-14:00   ポスター発表 於 A207 

   笠間裕一郞 「二種の曲折聲調と韻脚構造 ――古典日本語を對象に――」 

 

14:00   開会式  於 34番教室  

      開会の辞  千種眞一  

       (日本歴史言語学会会長・東北大学大学院文学研究科教授)  

     会場校あいさつ 木村和範（北海学園大学学長） 

 

14:30    講演会  於 34番教室 

      講演１    文構造の変化をコーパスから検出できるだろうか 

          講師  松村一登（東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

 

      講演２    言語史の研究方法とアイヌ語史の諸問題  

          講師 佐藤知己（北海道大学大学院文学研究科教授） 

 

17:30   懇親会      於 学園食堂コスモス 

 

  



第二日 12 月 20 日(日) 

 

9:30-15:00    口頭発表   於 34番教室 

 

9:30-10:00   レザウル・カリム・フォキル：「言語接触論の枠組みにおけるベンガル語の形

   成過程について」         司会 板橋義三 

 

10:05-10:35  大塚惠子：「東京方言の無アクセント名詞について」   司会 板橋義三 

 

10:40-11:10   劉 琳：「日本書紀古訓形容詞の史的変遷について」    司会 板橋義三 

 

11: 15-11:45   島 映子：「助詞「が」の2用法（中立叙述・解答提示）の源流」  

              司会 松村一登 

 

11:45-12:45    昼食休憩、理事会（於 A208） 

 

12:45-13:15  胡 琛：「正倉院文書・休暇類書状における「タメニ（為）」構文の原因・理

   由用法への拡張について」        司会 松村一登 

 

13:20-13:50   HOWE, Stephen：The Forms of ‘Yes’ and ‘No’ in English: Origin and Development  

                司会 神山孝夫 

 

13:55-14:25    TANAKA, Toshiya：A Scheme for a Morphological Conflation Approach to the  

   Origin and Development of the Germanic Strong and Preterite-Present Verbs 

               司会 神山孝夫 

 

14:30-15:00   LAKER, Stephen：Celtic Influence on Old English Vowels: A Review of the Data and 

   Arguments               司会 神山孝夫 

 

15:10     総会      於 34番教室 

 

15:40    閉会式     於 34番教室 

     閉会の辞    後藤敏文 (日本歴史言語学会副会長・東北大学名誉教授) 



● 昼食の便について 

 大会両日とも弁当の手配は行いません。北海学園大学豊平キャンパス周辺の飲食店等（徒歩

10分圏内）については後掲の大学周辺図を参照の上、適宜ご利用ください。学内の食堂（生協

食堂、学園食堂コスモス）は土曜日のみ営業しています。 

 

● 懇親会について 

懇親会費：一般5000 円、学生3000 円 

場所：学園食堂コスモス 

時間：午後5時30分 

 会員相互の親睦のため、懇親会にはふるってご参加ください。準備の都合上、12月10日（木）

までに下記までお申し込みくださいますよう。 

大会実行委員長 上野誠治 ueno@hgu.jp 

 

● 『歴史言語学』 第4号の販売について 

 大会会場にて、『歴史言語学』第4号およびバックナンバーの販売を行います。特別割引で販

売されます。この機会にバックナンバーを含めてどうぞ積極的にお買い求めください。 

 

● 北海学園大学豊平キャンパスへのアクセス 

 

 



■ 札幌中心部から 

 地下鉄東豊線「さっぽろ」駅または「大通」駅で福住行きに乗車し、「学園前」駅下車 

3番出口直結。 

［ 乗車時間「さっぽろ」駅から6分、「大通」駅から5分、200円 ］ 

■ 新千歳空港から  

 新千歳空港連絡バス（中央バス・北都交通）「札幌都心行き」に乗車し、「福住」駅下車。 

［ 車時間約50分、1,030円 ］ 

地下鉄東豊線に乗り換え、「学園前」駅下車。 

［ 乗車時間約7分、250円 ］ 

 

※駐車スペースはございませんので、公共の交通機関をご利用ください。  

 

 

 
 

 

 



● 会場案内図 

 



● 大学周辺図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お知らせ 
 

入会と会費納入 
 
 日本歴史言語学会では会費を低額に抑える方針を採り、専門の研究者、その志望者のみならず、

言語の歴史的研究にかかわるあらゆる方の入会・参画を歓迎しています。 
 
 入会には以下 2 点が必要です。詳しくは http://www.jp-histling.com/Pages/fee.aspx をご覧くだ

さい。 
 
1. 入会申込書の提出 大会受付でも記入・提出できますが、受付の混乱と転記ミス防止のため、

メール添付での事前提出をお勧めします。入会申込書は上記 URL から入手できます。 
2. 年会費の納入（現会員の方もご高配ください）年会費は大会受付でも納入できますが、なる

べく郵便振替口座をご利用ください。郵便局備え付けの払込用紙を利用し、通信欄にはおと

ころ、お名前、払込金の用途（例えば「普通会員 2013 年 会費」）とメールアドレスを記

載してください。郵便局（ゆうちょ銀行）以外の一般銀行やネットバンクからも納入できま

す。 
 
   普通会員  4000 円（下記以外の会員） 
   学生会員  2000 円（学生である会員） 
   シニア会員  2000 円（定年退職後定職を持たない会員） 
   賛助会員 10000 円（一口）（趣旨に賛同する法人等） 
 

郵便局から 他行から 
郵便振替口座  
00980-7-217339 
日本歴史言語学会事務局 

ゆうちょ銀行〇九九店  
当座預金 0217339  
日本歴史言語学会事務局 

 
学会誌『歴史言語学』 

 
 日本歴史言語学会の学会誌『歴史言語学』（Historical Linguistics in Japan: HLJ）はわが国の歴史

言語学徒を繋ぐ市販の定期刊行物です。各種書店、amazon.co.jp 等で注文・入手できますが、版

元のご協力により大会時には特別割引で販売されます。この機会にバックナンバーを含めてど

うぞ積極的にお買い求めください。投稿もお待ちしています。 
 

お問い合わせ 
 
    会場について： 大会実行委員長 上野誠治（北海学園大学）ueno@hgu.jp 
    大会について： 大会委員長     吉田  豊（京都大学）Yutaka.Yoshida@bun.kyoto-u.ac.jp 
    その他      ： 事務局長       菊澤律子（国立民族学博物館）info＠jp-histling.com 
                                   （＠を半角に変えてご利用ください。） 
 
 

日本歴史言語学会 
Japan Society of Historical Linguistics: JSHL 

会長 千種眞一 
http://www.jp-histling.com 


