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(＝Garcia,A.“Dispute Resolution Without Disputing: How the Interactional Organization
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共立女子大学文芸学部紀要(56),35-80.
(＝Goodwin, C. “Professional vision”. American anthropologist, 96(3), 606-633.)
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(=Coulter, J. “Discourse and mind”. Human Studies, 22(2-4), 163-181.)
クレイマン,S,E.＆ヘリテイジ,J. (2008/川島理恵訳).「質問形式とメディア- 国家の関係」

現代社会学理論研究, (2), pp.26-36.
ゴッフマン,E.(1983→1992/椎野信雄訳)「相互行為秩序 (前置き～4 章)」
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（「E.ゴフマンの「相互行為秩序」を読む (第 1 部) その一」に訳出）

人文学報, (232), pp.105-123.
――――(1983→1993/椎野信雄訳）「相互行為秩序 (5 章～10 章)」
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