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⽇本歴史⾔語学会 2018 年⼤会 
開催のご案内 

 

 

 毎⽇続いたあの猛暑が嘘のように、あっという間に寒くなりました。忙しい秋のこのシーズン、

会員の皆様におかれましては、お元気に過ごしでしょうか。 

 さて、本年も⽇本歴史⾔語学会の⼤会のご案内をさせていただく時期を迎えました。今年は、

東京⼤学駒場キャンパスにて、6 年ぶりの⾸都圏での開催となります。本プログラムをご覧の上、

お近くの⽅はもとより、ご遠⽅の⽅にも、ぜひご参加いただき、交流を深めていただければ嬉し

く思います。また当⽇は、会場にて、会員の⽅に『歴史⾔語学』第 7 号を配布しておりますの

で、こちらにつきましても、お忘れなくお受け取りください。 

 今年は⾃然災害の多い年で、どの地域におられても、それぞれに⼤変な思いをされたのではな

いかと思います。被害に遭われた⽅にはお⾒舞いを申し上げるとともに、ささやかながら、会員

の場合には学会年会費免除、⾮会員の場合には⼤会参加費免除の措置をとらせていただいてお

ります。ご不安が続くなかでも、少しでもお気軽に⼤会に参加いただき、研究活動を続けていた

だく⼀助となれば嬉しく思います。⾃⼰申告制となっておりますので、該当される⽅は、遠慮な

くお申し出ください。 

 それでは今年も実り多い⼤会となりますように、12 ⽉に東京で皆様⽅とお⽬にかかれるのを

楽しみにしております。 

⽇本歴史⾔語学会 会⻑ 菊澤 律⼦ 
 

記 

開催⽇時    2018 年 12 ⽉ 15 ⽇（⼟）〜16 ⽇（⽇） 

開催場所    東京⼤学駒場キャンパス（東京都⽬⿊区駒場 3-8-1） 

       受付 18 号館ホール⼊り⼝ 

       主会場 18 号館ホール 

⼤会委員⻑    堂⼭英次郎（⼤阪⼤学） 

⼤会実⾏委員⻑ ⽮⽥勉（東京⼤学） 

 

⼤会参加費    ⽇本歴史⾔語学会会員は無料 

     ⾮会員 2,000 円（⼀般）、1,000 円（学⽣） 

【1 ⽇⽬シンポジウムは公開。無料】 

（⼤阪府北部地震・⻄⽇本豪⾬・北海道胆振東部地震で被災された⽅は無料です。 

受付にて、お申し出ください。） 
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⽇本歴史⾔語学会 2018 年⼤会 
プログラム 

第 1 ⽇⽬ 12 ⽉ 15 ⽇（⼟） 
 

12：30  受付  18 号館ホール⼊り⼝ 

13：30〜13：45  開会式   18 号館ホール 

開会の辞  会⻑ 菊澤律⼦ 

（国⽴⺠族学博物館／総合研究⼤学院⼤学） 

 

13：45〜17：30  シンポジウム（公開）18 号館ホール 

  認知と歴史⾔語学―⽂法化・構⽂化と認知の関係性― 

趣旨説明  中村芳久（⼤阪学院⼤学） 

講演１ 英語受益者受動の拡⼤をめぐって 

⽶倉よう⼦（奈良教育⼤学） 

講演 2 英語における祈願の may の発達 

堀⽥隆⼀（慶應義塾⼤学） 

講演 3 ⽇本語の主要部内在型関係節の発達について 

野村益寛（北海道⼤学） 

講演 4 認知からの要請としての⽂法化・構⽂化 

―⾔語類型・⾔語進化の認知的議論の可能性― 

中村芳久 

全体討論 

 

18:00〜20:00 懇親会  駒場ファカルティーハウス１階、セミナールーム 

 

 

懇親会の御案内 
 会員間の親睦を深めるべく、懇親会を⾏います。皆様、ぜひ御参加ください。 
 会費 5,000 円（学⽣会員 3,000 円） 
 申込締切 11 ⽉ 30 ⽇（⾦）午後５時まで 
 申込先 yada＠boz.c.u-tokyo.ac.jp（⽮⽥勉宛） 

※ ＠を半⾓に変えてご利⽤ください。 
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第 2 ⽇⽬ 12 ⽉ 16 ⽇（⽇） 
 

9:20〜    受付  18 号館ホール⼊り⼝ 
9:20〜10:50  ポスター発表  18 号館ロビー 

 
 
10:55〜16:50  ⼝頭発表   18 号館ホール 
 
10:55〜11:25  ⼝頭発表 1  司会：神⼭孝夫（⼤阪⼤学） 

11:30〜12:00  ⼝頭発表 2  司会：上野貴史（広島⼤学） 

 
12:00〜13:00  休憩 
 
13:00〜13:40  総会  18 号館ホール 
 
13:45〜14:15  ⼝頭発表 3  司会：野⽥恵剛（中部⼤学） 

14:20‒14:50 ⼝頭発表 4  司会：菊澤律⼦（国⽴⺠族学博物館） 

 
14:50〜15:10  休憩 
 
15:10〜15:40  ⼝頭発表 5  司会：⽥中俊也（九州⼤学） 

15:45‒16:15  ⼝頭発表 6  司会：服部義弘（静岡⼤学名誉教授） 

16:20‒16:50  ⼝頭発表 7  司会：服部義弘（静岡⼤学名誉教授） 

 
16:50‒17:00  閉会の辞 副会⻑ ⽥⼝善久（千葉⼤学） 
 

 

マリア・グスティニ 
（広島⼤学⼤学院） 

スンダ語とジャワ語に関する敬語法の考察 
  ─語彙の変化に着⽬して─ 

武内康佳 
（広島⼤学⼤学院） 

アスペクトに関わるケラビット語の接辞の機能 
  ─周辺⾔語との⽐較を通じて─ 

川原潮⼦ 「右」を意味する語の変遷：ヨーロッパ主要語に⾒る共通発達 

久保博 
（東京外国語⼤学） 

ロマンス語における語末⺟⾳消失の通時的発達に関する⼀仮説 

笠松直 
（仙台⾼等専⾨学校） 梵⽂『法華経』における present + sma 構⽂をめぐって 

れいのるず・秋葉かつえ 
（ハワイ⼤学名誉教授） 

「前⼈称」の発⾒―歌舞伎脚本⾃称詞の内的再構築から― 

海⽥皓介 
（明治⼤学） 

ゲルマン諸語における勧誘表現の変化 

Stephen LAKER 
（九州⼤学） 

Pre-English place-names: Distribution and phonology 

⼩林茂之 
（聖学院⼤学） 古英語ウェセックス⽅⾔の歴史社会⾔語学的考察 
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東京⼤学駒場キャンパス アクセス 
 

 
 

渋⾕駅（JR ⼭⼿線等）から 

  井の頭線（吉祥寺⽅⾯⾏）→「駒場東⼤前」駅下⾞ 

下北沢駅（⼩⽥急線） 

明⼤前駅（京王線）から 

  井の頭線（渋⾕⽅⾯⾏）→「駒場東⼤前」駅下⾞ 
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⼤会会場 案内図 

 
 

懇親会会場 案内図 

 

 
（https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/campus-guide/による） 
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 昼⾷の便 
学会中、⼟曜⽇は学⾷が営業しています。⽇曜⽇は⼀部店舗のみの営業です。 
学⾷の営業状況、および、周辺の飲⾷店については、下記を御参照ください。 
 

 お願い 
当⽇、キャンパス内で重要な⾏事が⾏われています。会場内以外の場所では、 
静粛を保っていただきますとともに、会場（18 号館・18 号館ホール）以外の 
建物には、決して⽴ち⼊らないよう、お願いいたします。 
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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（現会員の⽅も御⾼配ください） 
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2018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。 

なお、2017年度から会費が変更されています。ご注意ください。 
普通会員  6,000円（下記以外の会員） 
学⽣会員  3,000円（学⽣である会員） 
シニア会員  3,000円（定年退職後定職を持たない会員） 
賛助会員  10,000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。会費改定に伴い、2017年度より会費を完納
いただいた会員には該当年度発⾏の最新号を無償で提供することになりました（6号〜）。
既刊１〜5号については、各種書店、amazon.co.jp、あるいは⼤会会場でお求めください。 
 

お問い合わせ 
会場について：⼤会実施委員 ⽮⽥勉（東京⼤学）yada＠boz.c.u-tokyo.ac.jp 
⼤会について：⼤会委員⻑ 堂⼭英次郎（⼤阪⼤学）edoyama＠let.osaka-u.ac.jp 
その他：事務局⻑ ⼤⽊⼀夫（東北⼤学）info＠jp-histling.com 

＠を半⾓に変えて御利⽤ください。 

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

会⻑ 菊澤律⼦ 
http://www.jp-histling.com 

 


