JASFL2000 Mukogawa
return
２０００年の秋期大会は11月25日（土）-26（日）に武庫川女子大学で開催されました。
第８回日本機能言語学会秋期大会 (JASFL2000) プログラム
１１月２５日（土）
13:00-13:30 登録
13:30-13:45 開催校あいさつ（武庫川女子大学）
13:45-13:55 開会の辞（日本機能言語学会会長 筧 壽雄）
14:00-14:40 研究発表
第１室 司会：堀 素子
Elizabeth Thomson
「テーマ、T-ユニットと展開の方法：日本語新聞記事の考察」
第２室 司会：Virginia Peng
Noriko Iwamoto "Discourse coherence, character roles and point of view"
14:50-15:30 研究発表
第１室 司会：堀 素子
佐々木 真
「選択体系機能文法の英語教育への応用：作文の評価についての一考察」
第２室 司会：Virginia Peng
Ann Murry Conduit
"Conflict talk in labour/ management negotiations: judgement an institutionalised affect and the implications for training programs"
15:30-15:50 コーヒーブレイク
15:50-17:20 ワークショップ
第１室 司会: 角岡賢一
提案者: 角岡賢一、高松琢麻、那須昭夫
「音韻と機能のインターフェイス」
第２室 司会および提案者
Wendy Bowcher
"Some Applications of SFL Theory to Language Teaching"
17:30-18:00 総会（日本機能言語学会事務局長 堀 素子）
18:00懇親会
１１月２６日（日）
10:00-10:40 研究発表
第１室 司会：小林一郎
竹内春樹
「Schematic Structure と Theme 選択の関連性」
第２室 司会：Christopher Barnard
Richard Blight
"The construction of meaning and effect in literary art"
第３室 司会：佐々木 真
長沼美香子
「日・英翻訳における Theme に関する一考察」
10:40-11:00 コーヒーブレイク
11:00-12:30 基調講演
第１室 Michael O'Toole
"Can multimodal semiotics facilitate linguistic understanding?"
12:30-14:00 昼食
14:00-14:40 研究発表
第１室 司会：山口 登
伊藤紀子・小林一郎
「選択体系機能言語学的観点からの日本語テクストの意味分析：日本語意味ベースの構築に向けて」
第２室 司会：Chris Gallagher
Terry Royce
"An Investigation of Ideational Intersemiotic Complementarity in a Multimodal Science Text"
第３室
司会： 龍城正明
船本弘史
[対人的機能から見た「伝達ユニット」−対人的態度と対自的態度」
14:50-15:30
研究発表
第１室
司会： 山口 登
岩爪道昭・菅野道夫
「状況ベース構築のためのオントロジー工学的アプローチ」
第２室
司会： Chris Gallagher
Wendy Bowcher
"Intonation and meaning in radio play-by-play sports commentating"
第３室
司会： 龍城正明
近藤史子
「日本語における Thematic structure の分析」
15:40-15:50
閉会の辞（日本機能言語学会副会長 Wendy Bowcher）
恒例の外国からの全体講演会の講師としてはMichael O'Toole教授( Murdoch University, Australia)を招くことになりました。O'Toole教授は、
著書The Language of Displayed Art (Leicester University Press, 1994)、共編著Functions of Style (Pinter,1988)などで知られております。なお、
O'Toole教授は、２週間ほど日本に滞在する予定であり、その間に希望があればいずれかの大学などでセミナーを開いてもよいということで
す。詳しくはWendy Bowcher先生あてのメールを参照してください。
*Message from Wendy, 12 Aug 2000.
Dear JASFL Board members,
I recently sent a message to you regarding Professor O'Toole's willingness to present lectures outside the JASFL2000 time frame. I realise that most of you
are probably on summer break, but if on return, you can possibly arrange for Professor O'Toole to present a lecture, could you please let me know as soon
as possible. I am concerned that very shortly Professor O'Toole will be planning his trip to Japan, and booking his flight, and that he will need to have any
details re. lectures to build into his schedule.
I look forward to your reply (ies).
Regards,
Wendy Bowcher

