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北海道言語研究会例会報告
2010 年 4 月 1 日から 2011 年 3 月 31 日までの研究例会は以下の日程で行われ、活発な議
論がなされた。
第１回

2011 年 3 月 18 日(金) 16:00～17:00
発表者：藤田

健（北海道大学大学院文学研究科）

タイトル：フランス語・イタリア語の部分冠詞再考
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編集後記
As the editors have scurried about putting the final touches on this edition of the Journal
of Language and Culture of Hokkaido, our offices have been abask with glorious sunshine.
Considering it is still mid-February, a time when we are generally still occupied with shoveling
snow and chipping away at the ice on our Muroran sidewalks, this is a welcome reprieve.
While it is natural to welcome and celebrate the transition to spring, the season always
brings with it some mixed feelings. In Japan spring represents not only the unfolding of a new
season, but it is also a time of significant social transformation. During this season children are
busy graduating from, and entering into, schools, and workers are similarly transitioning into, or
moving on from, various jobs. These changes are uniquely felt by those of us working in higher
education as we say goodbye to students heading off into their new careers, and prepare to meet
the new cohort of freshmen arriving in April.
For the editors of this journal, this year the warmth of spring is tinged with the cool
sadness of the impending retirement of an esteemed colleague, Professor-T. While his is most
certainly a well-deserved retirement after a great many years of dedicated service to the
university and leadership of the linguistics department, his absence, both professionally and
personally, will be keenly missed by those of us who have had the pleasure of working with him.
K. Hashimoto’s article in this issue, “Notes on Unique Words in the Todohokke Dialect”,
represents a send off of sorts, as Professor-T’s contributions to the Todohokke dialect research
projects over the years have been essential in deepening our understanding and appreciation of
the socio-cultural background and linguistic features of this unique regional dialect. As we head
off into a new season, and in new directions in our lives, let us keep in mind the insightful words
of Professor-T's beloved D.H. Lawrence:
When one jumps over the edge, one is bound to land somewhere.
To soft landings then…
M.P.J.

北海道言語研究会 URL: http://www3.muroran-it.ac.jp/hlc/index.html
本研究会は談論風発のくだけた雰囲気の集まりで、言語に関するあらゆる分野に興
味のある方に開かれています。皆様のご参加、ご発表、ご投稿を心よりお待ちしており
ます。
『北海道言語文化研究』への投稿について
本誌に研究論文の投稿をご希望の方は、スタイルシートに則った原稿を下記宛にお
送りください。締め切りは11月30日です（消印有効）。原稿受領後、編集委員が査読を
行い、掲載の可否を決定します。発行後、本誌を数部（印刷費用によって変動します）
進呈いたします。スタイルシートに則ったファイルをご希望の方は、本研究会WEBペー
ジからダウンロードできます。ご活用下さい。
研究発表について
本研究会では随時研究会を開催しています。研究発表をご希望の方は、下記宛に
発表の題目と要旨をお送りください。持ち時間は発表40分質疑20分です。発表者は抄
録を『北海道言語文化研究』に掲載することができます。開催日時に関しては、受付後、
後日メーリングリストや本研究会WEBページでお知らせする予定です。
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