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★日本語用論学会 Newsletter 第 24 号をお

届けします。この号は、9 月 26 日に開催

された、第 45 回運営委員会の内容をもと

に編集されています。（以下、メールアド

レスは、すべて_at_を@の変換してくださ

い。）
    ======================
《 事務局より 》

★第 13 回大会のご案内

詳細は，同封のプログラム，または日

本語用論学会ホームページの年次大会の

ページ(http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj4/）をご

覧ください。また、各発表の short abstract
を学会ホームページに貼り付けると同時

に、大会時にも配布する予定です。

日本語用論学会第 13 回大会

2009 年 12 月 4 日（土）5 日（日）

関西大学 千里山キャンパス 第 1 学舎

〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3 丁目 3
番 35 号 TEL 06-6368-1121（大代表）
http://www.kansai-u.ac.jp/
＜交通アクセス＞阪急電鉄「関大前」下

車，徒歩約 5 分。

第 13 回大会には，研究発表 42 件、ポ

スター発表 7 件、ワークショップ 1 件の

応募がありました。結果、研究発表採用

29 件、ポスター発表採用 10件（うち研究

発表からの移行発表 3 件）、ワークショッ

プ採用 2 件（うち慫慂発表 1 件）と決ま

りました。

12 月 4 日（土）は、午後 12 時の開会式・

総会に引き続き、午後 12:40 より午後 2
時 40 分まで研究発表 3 部屋（計 13 件：

英語発表 5 件、日本語発表 8 件）、ワー

クショップ 1 部屋、午後 3 時 50 分より英

国アストン大学 Malcolm Coulthard 教授

（Aston 大 UK）による特別講演 ：The 
Official Version: on the relation between 
what was said to the police and what was 
officially recorded があります。（以下要旨）

In what follows, I will base my observations on 
police-witness interviews in England but I will make 
reference to practices in other countries as well.  
The main purpose of police-witness and 
police-suspect interviews is the collection of 
evidence verbally.  What is of interest to linguists is 
how that evidence collected, how its collection, 
storage and re-presentation is affected by needs and 
constraints outside the immediate interactive 
situation and finally in what ways the evidence of the 
witness and suspect can be prejudiced or even 
mis-represented.

I will start examining extracts from interviews 
from the 1950’s to the 1980’s in England, a time 
when interviews were recorded in long-hand and 
typed up later to show the kinds of problems such a 
recording system can create, particularly as it is open 
to partial or total the fabrication of records.  I will 
demonstrate these disadvantages and dangers with 
real examples – the biggest being that there is no 
independent record of what was said if there is later 
dispute over what was actually said.  I will discuss 
the arguments made and the reasons given when this 
system was replaced with a new one introduced by 
the Police and Criminal Evidence Act (PACE) in 
1984. However, many many jurisdictions world-wide 
still use this non-checkable method of recording 



日本語用論学会                   NEWSLETTER                        No. 24

-  -2

interviews. 
Since PACE all significant police interviews in 

England have been recorded, usually audio-recorded, 
but growingly video-recorded.  The equipment 
currently used makes not one, but two simultaneous 
recordings. in order to prevent the possibility of 
subsequent tampering.  Nevertheless, the detailed 
analysis of recent recordings of police interviews and 
of the presentation of such police evidence in court 
shows that not all the problems have been solved.  
There are still occasions when for various reasons 
what the witness said is not presented accurately in 
court. I will end by discussing the ways in which 
linguists around the world can work together to 
improved the faithfulness of the transmission of 
verbal evidence from the mouth of the witness to the 
ear of the judge and jury

午後 6時よりから懇親会（会費 4,500円）

を行いますので，どうぞご参加ください。

12 月 5 日（日）は，午前 10:00 より研

究発表 4 部屋（英語発表 4 件、日本ご発

表 12 件）とワークショップ 1 件。午後 1:00
よりポスター発表（10 件）、午後 2 時 30
分よりシンポジウム「言語機能からとら

えた語用論の展開」司会：児玉徳美（立

命館大学名誉教授）Designated Discussant：
Malcolm Coulthard 教授（Aston 大 UK）。

タイトルと講師。1)「日本語におけるテキ

ストの結束性（cohesion）の諸相— 指示表

現と名詞の場合— 」庵功雄（一橋大学准

教授）。2)「批判的談話分析が捉える談話

の構造と意味」林礼子（甲南女子大学教

授）。3)「コンテクストから見るテクスト

解釈— 同一トピックの異なる具現をめ

ぐって— 」龍城正明（同志社大学教授）

があります。

書店展示（研究社、ひつじ書房、開拓

社、くろしお出版、大阪洋書など）もあ

ります。

【受付について】以下の 1～3 の受付を行

います。本年度も昨年度より開始した会

員 番号によ る受付 をいた します 。

Newsletter の宛名シールに会員番号を明

記しています。 その番号をお持ちくださ

い。

【参加費（大会資料代：昨年の大会論文

集（proceedings）と大会 short abstract 集）

と会費納入】

1．大会参加費：会員：2,000 円、非会員：

3,000 円（大会参加者全員から）

2．学会費：一般会員 5,000 円、学生会員：

4,000 円、団体会員：6,000 円（会員から、

新入会員も同）

3. 懇親会：4,500 円

受付けは 4 日午前 11 時半から、5 日は

午前 9 時半から行います。開会直前、研

究発表開始直前が一番混雑しますので、

お早めにお越し下さい。なお、今年度は、

受付で学会費（未納の方）の受付も行い

ますので、ご準備ください。

＜ な お 、 こ れ ま で の 『 Program & 
Abstracts （ハンドアウト集）』（２０００年）か

ら『予稿集』（２００７年まで）、『Proceedings
（大会論文集）』のバックナンバーの残部を

用意しています。すべて無料で差し上げま

すので、ご自由にお持ち帰りください＞

【懇親会】

12 月 4 日（土）18:00 より

・ 会費：4,500 円（参加希望者は受付で 大

会参加費と伴にお支払いください。）

・ 会場： レストラン「チルコロ」（関

西大学正門前）

【当日の昼食】4 日（土）は、大学の食堂

が利用できますが混みます。5 日（日）は

できません。阪急「関大前」から大学正

門まで、飲食店が並んでいますので、そ

ちらをご利用ください。なお、 お弁当は

手配しておりませんので、 各自ご持参く

ださい。

【ホテルの紹介】 学会ではホテルの紹介

はいたしておりません。各自でご手配し

ていただきたく思います。

★ 会費の振り込みについて

会費の振り込みにつきましては、未納

の方は同封の振替用紙で 11月末までにお

払い下さい。振替用紙と昨年度分、今年

度分の納入状況の用紙が同封されており
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ます。 学会の会計をご理解の上、 未納

の分も併せてお払い下さい。行き違いが

ある場合は、 ご容赦下さいますようお願

い申し上げます。会費の未納が 2 年以上

になりますと、 会員の資格を失うことに

なっておりますのでご注意ください。

なお、今年度は、学会当日にも学会費

の支払いを受け付けます。新入会員の方

も大会の際に受け付けます。年会費は、

一般会員：5,000 円、学生会員：4,000 円、

団体会員：6,000 円です。振込先は以下の

通りです。

1．同封の振替用紙で支払う場合：郵便振

替口座: 00900-3-130378（ゆうちょ銀行）

口座名:日本語用論学会

2．他銀行の ATM から振り込む場合：ゆ

うちょ銀行 支店名：099 当座 口座番

号：130378 口座名：日本語用論学会（た

だし、振り込み手数料がかかります。ゆ

うちょ銀行の ATM からも振り込みが可

能です）

1 はこれまで通りですが、2 の支払い方

法も可能となりました。ご活用ください。

ただし、特に 2 の場合は、事務局会計に

は、カタカナのお名前しか通知されませ

ん。お手数ですが、振り込みと同時に、

事務局会計（高木佐知子（大阪府立大

学）：psj.treasurer_at_gmail.com）と Cc で

事務局補佐（野澤元（京都外国語大学）：

psj.assistant_at_gmail.com）にお払いの年度

とお名前、会員番号、所属、住所（また、

所属、住所に変更がある場合も同様）を

メールでお知らせいただければ幸いです。

なお、国外からのお振り込みには、
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/
kaigai/sokin/kj_tk_kg_sk_gaikoku.html
(日本語版)
http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/djp/en_dj
p_index.html (英語版)をご使用ください。

《Elizabeth Closs Traugott 教授講演会

のお知らせ》（2011 年のはじめにもう一度

お知らせいたします）

日時：2011年3月6日（日）午後3時～5時

（受付開始 ：午後2時30分）

場所：大学コンソーシアム京都（キャン

パスプラザ京都）

申し込み不要。どなたでも聴講できます。

＜タイトルと要旨＞
“He … withdrew, disconcerted and offended, 
no doubt; but surely it was not my fault.
On the function of adverbs of certainty at the 
left and right peripheries of the clause. 

Work on the historical semantics and syntax 
of epistemic adverbs in English has focused 
largely on the development of circumstance 
adverbs, which frequently occur at or near the 
right margin of the clause, into a) epistemic 
adverbs, which frequently occur in medial 
position after the first auxiliary, e.g. probably
(Hanson 1987), and sometimes further into b) 
discourse/stance markers at left periphery of the 
clause, e.g. indeed, in fact, actually (Traugott 
and Dasher 2002). Drawing on such studies, 
Aijmer (2007:39, citing Auer 1996:313) 
hypothesized that “[g]rammaticalization 
implies a movement toward a loosely attached 
pre-front field constituent”. 

In English, expressions at right periphery (i.e. 
after the verb and argument structure) are often 
disjunct and form a separate intonation unit. 
Therefore it may not be clear whether the 
intonation unit is at right periphery of prior 
discourse, or left periphery (i.e. before the verb 
and argument) of upcoming discourse (Lenk 
1998), and researchers have tended to avoid it, 
except in studies of tags (e.g. Tottie and 
Hoffmann 2006). It is sometimes claimed that 
stance markers at right periphery have 
“perfunctory meaning” (Simon-Vandenbergen 
2007 on surely), or are “more or less 
accidental” (Kärkkäinen 2007 on I think). 

However, recently interest has turned to the 
role of constructions recruited to the right 
periphery of the clause, especially in English 
and French (e.g. Hansen 2008, Beeching, 
Degand, Detges, Traugott, and Waltereit 2009, 
Degand and Fagard Forthc.). In East Asian 
languages stance markers are often 
morphologically bound at right periphery (e.g. 
Huang 2000 on Taiwan Chinese, Yap, Stephens, 
and Horie 2004 on Japanese, Mandarin, and 
Malay, Onodera 2004 on Japanese). Right 
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periphery is clearly cross-linguistically an 
important slot and typological differences 
should be investigated.

I take the position that modals are stance 
markers that should be studied not only for their 
expression of truth value, but also for their 
rhetorical functions (e.g. Biber et al. 1999, 
White 2003, Englebretson 2007). I examine the 
development at left and right periphery of 
epistemic surely and no doubt, as evidenced by 
The Corpus of Late Modern English Texts, 
Extended Version, a diachronic corpus of about 
ten million words from 1710-1920, and 
differences between them. While surely
expresses mainly interpersonal stance and no 
doubt personal stance in any position, at right 
periphery surely is associated with negative 
semantic prosody (Stubbs 1995, Brems 2010), 
no doubt with positive semantic prosody 
(compare Magsy, it isn’t true, surely! with What 
you say is very true, no doubt!) (Traugott 2010). 
This study investigates how some of the 
properties that Downing (2001) and 
Simon-Vandenbergen (2007) find for surely and 
no doubt respectively in Present Day English 
emerged, and demonstrates that they have 
significantly different pragmatic functions 
within the “constructional space” of epistemic 
adverbs of certainty (Simon-Vandenbergen and 
Aijmer 2007). 

《SIG(Special Interest Group)より》

新規研究会の申し込みは常時受け付け

ておりますので、平塚徹（hiratuka_at_
cc.kyoto-su.ac.jp）までお申し込みください。

《『語用論研究』編集委員会より》

★『語用論研究』投稿論文の審査結果と

12 号の発行について

第 12 号には 13 件の応募があり、その

うちの 2 件が、査読委員からのコメント

を考慮して改定されることを条件として

採択となりました。その後再投稿された

改稿論文については、編集委員会からさ

らに一部修正をお願いしているところで

す。12 号は、一般論文 2 件と、Prof. Peter 
White( セ ミ ナ ー 論 文 ) 、 Prof. 
Herbarland(講演論文)、Prof. Horn(講演

論文)による講演論文 3 件と、「海外の動

向」報告として田中廣明教授(Max Planck 
Institute for Psycholinguistics につい

て)1 件とすることになりました。刊行は

2011 年 2 月を予定しています。

★『語用論研究』への投稿の募集

1. 原稿提出の締め切りが毎年 3 月 31 日に

変更になっていますのでご注意くださ

い。

2. 投稿規程にもありますように、『語用

論研究』への投稿は会員に限りますの

で、今まで会員であった方も応募時に

当該年度の会費を未納の方は、原稿送

付の前に忘れずにお支払いください。

3. 次次号（第 13 号）も（使用言語は）日

本語または英語の何れかによる論文の

募集となります。

4. 投稿規程は、本学会のホームページ

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj4/ >でもご覧

いただけます。

★『語用論研究』投稿規定

（日本語による応募の場合）

1. 投稿は会員に限るものとする。（会員

でない場合は、応募と同時に入会手続

きをとること）

2. 投稿論文は未発表の論文であること。

ただし、すでに口頭で発表したものな

どに相応の修正・加筆を加えたものは、

審査の対象になる。同時に複数の論文

を投稿 することや、同じ年度の日本語

用論学会大会で発表が予定されている

ものは、発表前の投稿を認めない。ま

た、応募の際は、本人と分かるような

書き方は避ける。

3. 使用言語は原則として日本語または英

語とする。

4. 投稿は 1 年中受け付けるが、当該年度

の号の最終投稿締め切りは、毎年 3 月

31 日とする。

5. 採否決定を 9 月末日頃とする。

6. 枚数、書式など。
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a. 原稿枚数：A4、横書き、20 枚以内（注、

参照文献を含む）。

b. 書式：1 ページ、日本語の場合は 32
行 38 文字とする。英語の場合は 1 ペー

ジ、1 行 70 ストローク、1 ページ 32
行とし、フォントの大きさを小さくし

て大量のストローク数になることは

避ける。注や参照文献の活字を小さく

しない。ただし、図表の挿入は可能。

c. 原稿の 1 ページ目はタイトルのあと

1 行アケで氏名、そのあと 2 行アケで

アブストラクト（英語で、1 行 70 スト

ローク、8 行以内）、さらに 2 行アケで

キー ワード、そのあと 2 行アケで本

文を続ける。ただし、採否決定前の投

稿論文そのものには氏名、謝辞を書か

ない（掲載決定後に編集委員会より指

示する）。

d. 例文の前後は 1 行アケル。

e. 各節の前は 1 行アケル。

f. 注は、1、 2、 3 のように、括弧を

用いない数字だけとする。

g. 見出しのサブセクション番号は、1.1. 
のように、数字の後にピリオドを置く。

h. セクションの「はじめに」または「序

論」は、1. ではじめる。

7. 注は参照文献の前にまとめて付ける。

8. 参照文献（「参考文献」、「引用文献」と

いう表現はしない）の書式は以下の例

にならう。
  Grice, H.P. 1989. Studies in the Way of 

Words. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press.

  Hooper, P.J. 1979. "Aspect and      
Foregrounding in Discourse." In T. 
Givon ed. Syntax and Semantics 12: 
Discourse and Syntax, 213-241. New 
York: Academic Press.

  Horn, L. R. 1985. "Metalinguistic 
Negation and Pragmatic Ambiguity." 
Language 61:1, 121-174.

小泉 保. 1990. 『言外の言語学―日本

語語用論―』東京：三省堂.
無藤 隆 . 1983.「言語とコミュニケー

ション」、坂本 昂 (編)『思考・知能・

言語』(現代基礎心理学)、第 7 巻、

161-189、東京: 東京大学出版会.
野崎 昭弘. 1995. 「言葉と言葉の間」、

『言語』、24: 2（2 月号）、62-69. 
9. 参考文献に関する注意事項

a. 参照文献は本文中で引用したものの

みとする。

b. 英語の文献、日本語の文献を混在さ

せて、アルファベット順に並べるこ

と（別々に分けない）。

c. 共著者の場合、英文は & を使わず

and、日本文は・（なかぐろ）とする。

d. 雑誌については日本語、英語とも、

巻数、号数、ページ数を明記する。

e. 英語の文献名で、語頭については、

内容語は大文字、機能語は小文字と

する。第 1 語の語頭のみ大文字で、

あとは小文字という形式はとらない

（上記 8 の英語の参照文献の書式参

照）。

f. 採否決定前の投稿論文に投稿者本人

の著作を多数挙げて、本人と分かる

ような書き方をしない。

10. 提出部数：原稿は 6 部提出する。（コ

ピーで可）。

11. 抜き刷りを希望する場合、費用は執筆

者の負担とする。

12. 執筆者構成は初校のみとする。校正の

際の内容にかかわる原稿への加除は

認めない。

13. 「原稿ファイル」とは別に、氏名（ふ

りがな）、郵便番号、住所、所属、職

名、連絡先電話番号、FAX 番号、e-mail
アドレスを記載した「個人情報ファイ

ル」を作成する。この二つのファイル

共、ワード及び PDF の両方で作成する。

14. 送付方法と送付先：

「原稿ファイル」及び「個人情報ファ

イル」を下記宛て送付する。送付は、

1)ファイルを添付した電子メールか

2)ファイルを保存したフロッピーディ

スク等の（書留）郵送のいずれかとす
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る。

送付先：（電子メールによる場合）
psj-sip _at_andrew.ac.jp 

  (『語用論研究』編集委員長 林宅男)
（原稿送付の際は、確実に受信できるよ

うに、出来るだけ無料メールアドレス

のご使用をお控えください。）

注意：電子メールによる送付の場合、

送信後、2 週間経っても、原稿を受理し

た旨の確認返信メールが無い時には、

必ず、こちらからの確認返信メールが

あるまで、takuo _at_kcc.zaq.ne.jp に連

絡してください。

(郵送による場合)(「投稿論文在中」と

封筒の表に朱書きのこと）

〒594-1198 大阪府和泉市まなび野 1-1
桃山学院大学 林宅男

TEL (0275)54-3131 Fax (0275)54-3202 
15. 掲載決定後に、最終原稿を３部上記の

宛先に郵送し、同時に最終原稿の添付

ファイルを、上記のメールアドレスに

送付する。提出原稿は原則として返却

しない。

★ The Style Sheet of English papers for 
Studies in Pragmatics 
1. Manuscripts 
a. This journal only accepts contributions 

from members of the Society. 
Non-members may apply for membership 
by contacting the business office,  
psj.secretary_at_gmail.com (Replace 
“_at_” with “@”). 

b. Papers submitted to Studies in Pragmatics 
must not have been published previously、
nor should they be under consideration for 
publication elsewhere. Authors may 
submit only one manuscript at a time for 
consideration. Papers that will be 
presented at the annual convention may 
not be submitted. 

c. Manuscripts must be written in such a 
manner that the authors cannot be 
identified. Authors' names and contact 
information should appear on a cover sheet 

separate from the rest of the manuscript. 
d. All manuscripts should be submitted on 

A4 size paper. 
e. Manuscripts for papers should be no more 

than 20 pages in length, excluding 
references and footnotes. 

f. Type in 12-point font, 32 lines to a page. 
g. Leave margins of 2.5 cm (1 inch) on the 

right and left, and 3 cm on the top and 
bottom. 

h. For authors whose native language is not 
English, it is advisable that, prior to 
submission, manuscripts be corrected and 
edited by a qualified native speaker of 
English. 

i. Authors are responsible for the first 
proofreading only. Corrections should be 
limited to typographical errors. 

j. Authors may purchase offprints of their 
articles. 

k. On a separate coversheet, please indicate 
the title of the paper, author’s name, e-mail 
address, affiliation & position, and postal 
address. Authors are requested to submit 
the manuscript file and the coversheet file 
in both WORD format and PDF format by 
e-mail or by regular mail. 

l. If submitting by regular mail, save the 
manuscript file and coversheet file on a 
floppy disk or other storage medium and 
send by a registered mail. 

m. Address where the manuscripts should be 
sent: 
<e-mail>: psj-sip_at_andrew.ac.jp

(Replace “_at_” with “@”) (Dr. Takuo 
Hayashi, chief editor for Studies in 
Pragmatics) 
<regular mail>: 
Dr. Takuo Hayashi (chief editor for Studies 
in Pragmatics)   
Momoyamagakuin University (St. 
Andrew’s University) 
1-1, Manabino, Izumi city, Osaka, 
594-1198, JAPAN 
Please refrain from sending manuscript 
files using a free mail address, so that they 
should be received without problem.
If, after submitting a manuscript by e-mail,
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you do not receive confirmation of receipt 
of your manuscript within two weeks, 
please send an e-mail message, requesting 
such confirmation, to: 
takuo_at_kcc.zaq.ne.jp (Replace “_at_” 
with “@”)

n. Submission deadline: Submissions are
welcome at any time, but manuscripts for a
given year's issue must be received by 
March 31st of that year. Submissions 
received after that date will be considered
for the following year's issue. Submitted 
papers are refereed and authors are notified 
of the results around the end of September. 

2. General Format 
Abstracts: 
a. Abstracts should be not more than 8 lines 

(about 100 words) in length. 
b. The abstract should appear on the first 

page of the manuscript, after the title,
author's name, and author's affiliation. The 
abstract itself should be preceded and 
followed by two blank lines and should 
begin with the word 'Abstract' in the upper 
left corner. A maximum of 5 keywords 
should be given below the abstract,
preceded by 'Keywords'. 

The Main Text of the Paper: 
a. The introductory section or prefatory 

remarks should be numbered from 1, not 0. 
Subsection numbers should be followed by 
a period (e.g., 1.1.). 

b. Examples should be preceded and 
followed by one blank line. Each new 
section should be preceded by one blank 
line. 

《学会の今後の取り組み》

1．大会論文集(proceedings)の PDF 化と

ホームページへのアップロードを現在計

画中です。ただし、紙媒体も執筆者とご

希望の方用に残し、過去のバックナン

バーを主に PDF 化する方向でいます。

2．1 とあわせて、『語用論研究』（開拓社）

の 4 年前以前の号（開拓社との契約によ

る）も PDF 化とホームページへのアップ

ロードを考慮中です。

3．会員の皆様への連絡用の会員メイリン

グリストを立ち上げる予定です。前号の

Newsletter で、皆様の所属、連絡先の確認

をさせていただいておりますが、1，2 と

併せて個人情報、著作権の問題もあり、

慎重に進めております。

《新刊案内》

児玉徳美. 2010.『いまあえてことば・言語

分析・言語理論のあり方を問う』東京：

開拓社

加藤泰彦・吉村あき子・今仁生美.  2010. 
『否定と言語理論 』 東京：開拓社

堀田秀吾. 2010. 『法コンテキストの言語

理論』 東京・ひつじ書房

小泉 保『エストニア語入門』東京：大

学書林.
崎田智子・岡本雅史.2010.『言語運用のダ

イナミズム ―認知語用論のアプロー

チ』東京：研究社.
堀 江 薫 , プ ラシャント・パルデ

シ.2010.『言語のタイポロジー 認知類

型論のア プローチ』東京：研究社.
李 在鎬『認知言語学の誘い』（開拓社）

高橋英光『言葉のしくみ―認知言語学の

はなし』（北海道大学出版会）
Recanati, Francois. 2010. Truth-Conditional 

Pragmatics, Oxford: Oxford Univ Press
Zufferey, Sandrine. 2010. Lexical Pragmatics 

and Theory of Mind: The Acquisition of 
Connectives (Pragmatics and Beyond. 
New Series), Amsterdam: John Benjamins 

Jary, Mark. 2010. Assertion (Palgrave 
Studies in Pragmatics, Language and 
Cognition), New York: Palgrave 
Macmillan

Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics, 
Cambridge: Cambridge Univ Press

Streeck, Jurgen (ed). 2010. New Adventures 
in Language and Interaction (Pragmatics 
and Beyond. New Series), Amsterdam: 
John Benjamins 

Trosborg, Anna. (ed). 2010. Pragmatics
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across Languages and Cultures 
(Handbooks of Pragmatics vol. 7), Berlin: 
Mouton de Gruyter

Limberg, Holger. 2010. The Interactional 
Organization of Academic Talk: Office 
Hour Consultations (Pragmatics and 
Beyond. New Series), Amsterdam: John 
Benjamins 

Wharton, Tim. 2009. Pragmatics and 
Non-Verbal Communication. Cambridge: 
CUP.

Kaltenbock, Gunther et al.(eds). 2010. New 
Approaches to Hedging (Studies in 
Pragmatics), Bingley: Emerald Group 

Ishihara, Noriko and Andrew D. Cohe. 2010. 
Teaching and Learning Pragmatics. 
Harlow: Pearson Education.

Giuliana, Garzone. (ed). 2010. Discourse, 
Identities and Roles in Specialized 
Communication (Linguistic Insights : 
Studies in Language and Communication
125), Frankfurt am Main: Peter Lang

Potter, Jonathan and Edwards, Derek. 2010. 
Analysing Discourse. New Delhi: Sage 
Publications

Urgelles-coll, Miriam. 2010. The Syntax and 
Semantics of Discourse Markers
(Continuum Studies in Theoretical 
Linguistics), New York: Continuum
International

Feng, Guangwu. 2010.  A Theory of 
Conventional Implicature and Pragmatic 
Markers in Chinese (Current Research in 
the Semantics-Pragmatics), Bingley: 
Emerald Group 

Sbisa, Marina et al. (eds). 2010. 
Philosophical Perspectives (Handbook of 
Pragmatics Highlights 10), Amsterdam: 
John Benjamins 

Ostman, Jan-Ola et al. (eds). 2010.  
Pragmatics in Practice (Handbook of 
Pragmatics Highlights 9), Amsterdam: 
John Benjamins 

Ledin, Per et al. (eds). 2010. Discursive 
Pragmatics (Handbook of Pragmatics 
Highlights 8), Amsterdam: John 
Benjamins

Bara, Bruno G. and Douthwaite, John. 2010. 
Cognitive Pragmatics: The Mental 

Processes of Communication, 
Cambridge(Mass.): MIT press

Bousfield, Derek.2010. Impoliteness in 
Interaction (Pragmatics & Beyond New 
Series), Amsterdam: John Benjamins

《編集後記》

今年の夏は，全国的に大変な猛暑でし

た。そのせいか，本来の秋の気候が近づ

くと，急に季節が変わったように感じま

した。季節の「移り変わり」というより

も「切り替わり」というでも表現すべき

かもしれないと思ったものです。

ノーベル化学賞を二人の日本人が受賞

したという，先日のニュースは，久しぶ

りに明るい気分にさせてくれるものでし

た。お一方は長らく米国の大学で研究を

続けていらっしゃるので，日本の学者と

言えるのはもうお一方だけだと思います

が，成果を上げてから三十年以上経って

の受賞というのを聞いて少し考えさせら

れました。

果たして，三十年という長さで研究を

捉えて進めている研究者が，いまの日本

の大学にどの程度いるのでしょう。もち

ろん，ライフワークとしてのテーマを決

めて着実に取り組んでいる研究者もおい

でなのだとは思うのですが，少なくとも

自分自身はせいぜい数年ていどの長さで

しか考えたことがありませんでした。

もちろん，急に三十年の長さで捉える

ことはできません。とりあえず目の前の

仕事を片付けてから考えようというのは，

何とも皮肉な話ですが，大局的に考えら

れる余裕のある状況でなければ，なかな

か難しいことでもあります。

語用論学会は，最初の四半世紀の折り

返し地点を回ったところです。日々の業

務をこなしながら，少し長い目でものを

考えることがあらゆる場面で必要なのか

もしれません。（文責:加藤重広）


