
ゴジーのＨ本語昂＆不図

◆Ｈ・ガーフィンケルやⅢ､サックスの基本的文献のいくつかは，次の２つの日本

で編まれた論文巣に収録されている。また，ガーフィンケルの「カラートラブ

ル」は，山田富秋．好井裕明編『エスノメソドロジーの想像力』1998年，せ

りか書房，に収録されている。

ハロルド．ガーフィンケルほか『エスノメソドロジーー社会学的思考の解

体』山田富秋．好井裕明・山崎敬一編択，せりか書房，1987年。

ジョージ．サーサスほか『日常性の解剖学』北灘裕・西阪仰編訳，マルジュ社，

1995年。

◆エスノメソドロジーの全体像やエスノメソドロジーと社会学との関係につい

ては次の２冊がある。

好井裕明編『エスノメソドロジーの現実』世界思想社，1992年。

山崎敬一『社会理論としてのエスノメソドロジー』ハーベスト社，2004年。

◆成員カテゴリー分析および会話分析については，次の３冊がある。またテー

マセッションｌのブックガイドも参照すること。

山崎敬一『美貌の陥葬一セクシュアリティーのエスノメソドロジーｊハーベ

スト社，1994年。

ジョージ．サーサス『会話分析の手法』北鴻裕・小松栄一沢，マルジュ社，

1998年。

好井裕明．山田富秋．西阪仰編『会話分析への招待』世界思想社，1999年。

◆身体的相互行為や相互行為分析に関しては次の２冊がある◎

山崎敬一．西阪仰編『語る身体・見る身体」ハーベスト社、1997年。

西阪仰『相互行為分析という視点』金子脊房，1997年。
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◆論理文法分析やワークの研究に関しては次の３冊がある。またテーマセッシ

ョン２，およびテーマセッション３のブックガイドも参照すること。

ジェフ．クルター『心の社会的櫛成一ヴィトゲンシュダイン派エスノメソド

ロジーの視点』西阪仰訳，新暇社，1998年。

西阪仰『心と行為一エスノメソドロジーの視点』岩波瞥店’2001年･

ルーシー．サッチマン『プランと状況的行為一人間一機械コミュニケーショ

ンの可能性』佐伯畔監訳，産業図瞥，1999年。

ﾕ4２ エスノメソドロジーの日本甜離本文献
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