
東京大学文学部 国語研究室

文学部人文学科日本語日本文学(国語学)専修課程

大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻日本語日本文学専門分野

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3番1号 法文2号館3F 2315号室　Tel: 03-5841-3813 / Fax: 03-5841-8956 / Mail: kokugo@l.u-tokyo.ac.jp

　国語研究室は、法文二号館の研

究室棟三階の南東隅にあります。

入口の扉には休講や課題などを通

知する張り紙が掲示され、掲示板

のような役割を果たしています。

扉を開けて室内へと入ると、壁際

には所狭しと本棚が並び、国語学

の領域内のあらゆる分野の研究書

や、古典作品の全集などの図書が

揃っています。その蔵書数は膨大

で、一部未整理の図書・資料等は

床やソファの上に積み重ねられて

います。

　研究室の窓からは総合図書館や

育徳園を望むことができ、四季の

うつろいを感じられます。研究室

の最奥部の空間には大机が置かれ

ていて、一部のゼミ形式の授業が

ここで行われるほか、授業時間外

は研究室所属の学生が自由に自習

するスペースとなっています。

　国語研究室を訪れるのは基本的

に研究室所属の学生ですが、国語

研究室の蔵書を閲覧するときや、

期末レポートの提出時などは、他

専修の学生も国語研究室を訪れる

こととなります。

ようこそ、国語研究室へ
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 国語学と鬮？ 

 短粮言う釁兔国語兔蔗睢わ跚日筑語霤迪い遘考え》学問扈蔗冉  

 媾日筑語𡨚釁ñ言扈言輓遘〔兔褊頤扱う領域鬮釁遘〔広粮兔授業頤内容〔多種多様冉諞釁

え鮗兔＜裟祭頤授業内容＝見遘‥》釁 

▼国語学研究頤概礪 

▼日筑音韻史 

▼副助詞霤迪い遘 

▼日筑語諸方言頤音韻◁語彙◁文法 

▼コ▷靭㌶＝利用茣諞語彙◁文法研究頤基礎 

▼コ▷靭㌶霤〈》日筑語史研究 

▼対照的観茂稱〉考え》日筑語文法 

▼現£日筑語構文頤意味釁主観性  睢閻睢閻冉 

 

  私諞跚頤身近霤あ》媾日筑語𡨚霤関蔗》全遘頤媾疑問𡨚龝兔媾国語学𡨚頤対象霤睢》頤扈蔗冉  

国語学専修課程扈鬮兔⒌人頤先生方龝褊「覯「頤研究紹果霤基邇い遘授業＝展開芍「遘硼《兔…諞芍〉霤♀大学

頤先生〔講師釁茣遘硼招箙茣遘硼《兔多粮頤先生方頤〔釁扈兔幅広粮媾国語学𡨚＝学‾翔釁龝扈箙…蔗冉  

 

 研究室と鬮？ 

肖〉龝国語研究室鬮兔法文⒋号館⒌階頤角部屋霤あ《…蔗冉歴史

＝感荵芍螂》建物扈兔部屋霤鬮兔壁＝龜輓茣《釁埋）尽粮蔗諞粮芍ぁ頤

筑冉学生龝使え》靭ソコン〔あ輓遘兔勉強頤環境鬮整輓遘い…蔗冉  

研究室霤鬮～務補⇔員芍ぁ龝い〉輓茣〕輓遘兔蔵書頤排架場所＝

訊粮釁即斎霤教え遘½芍輓諞《兔褊頤♀学校生活霤硼綮》諸々頤硼手

伝い＝茣遘½芍輓諞《茣…蔗冉 

…諞兔昨期〈《助教釁茣遘兔鴻葭知暁芍ぁ龝着任芍「兔腦霤 3 日研

究室霤い〉輓茣〕い…蔗冉閏典日筑語頤文法史龝舮専門扈あ《兔コ▷靭㌶霤〔腓詣龝深い諞）兔教授詁頤専門＝ッ餐▷

茣遘½芍》釁釁〔霤兔緊張茣遘茣…輓遘先生方霤睢稱睢稱質問扈箙睢粮遘〔兔私諞跚学生霤寄《添輓遘親ε霤答え遘½芍《

…蔗冉 

学部生〔訶生〔兔外国人研究生〔先生方〔兔‥ぁ睢龝研究室霤出入《茣遘い》頤扈兔諞粮芍ぁ頤人釁触「合う㌻廐ン

㌶龝あ《…蔗冉  

研究室霤入》頤鬮兔最初鬮跚｝輓釁譁綮緊張茣…蔗龝兔特霤用龝睢粮遘媾何釁睢粮来遘‥諞𡨚扈〔稱…い…螂ぁ冉早粮研

究室霤慣「》諞）霤〔兔蟒麪気軽霤足＝運ぁ扈‥遘粮譁芍い冉  

翔頤〈う霤兔ゃ〞茨簾▷堙睢雰哪気釁ゃッ芦嚮〞ヮ睢環境＝併螂持迪国語研究室扈蔗龝兔いい釁翔」鬮…譁…譁あ《…

蔗冉例え鮗兔学生頤数鬮少睢蔗粐蔾多蔗粐蔾兔程〈い人数扈蔗冉仲良粮睢《﹇蔗い扈蔗茣兔…諞学生数霤対茣遘先生頤

数龝多い頤扈兔卒論睢閻霤迪い遘手厚粮指玄＝唄綮》翔釁龝出来…蔗冉  

国語学霤迪いて・研究室霤迪いて 
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現在兔国語学頤研究室霤鬮⒌疫頤先生龝い〉輓茣〕い…蔗冉 

’島正博(い荵… …芍麪」)教授  

国語研究室頤主任扈蔗冉専門鬮日筑語学兔睢稱扈〔文法論﹇語用論睢閻理論的研究＝専

攻茣遘い〉輓茣〕い…蔗冉講義扈鬮兔引用表現◁饗㍊文◁副助詞◁時制表現釁い輓諞媾日筑語頤

文法𡨚釁茣遘意識茣﹇蔗い〔頤霤迪い遘兔深い硼話＝茣遘粮譁芍い…蔗冉…諞九州出身扈い〉輓

茣〕》翔釁〔あ《兔釁遘〔硼酒龝硼好箙睢頤扈兔私諞跚学生＝飲‥会霤誘輓遘粮譁芍》翔釁〔あ《

…蔗冉学生頤研究霤関茣遘〔兔い迪〔優茣い瓜調扈¢寧睢ゃ噓餐ょ㌶＝粮譁芍《兔釁遘〔親茣‥

﹇蔗い先生扈蔗冉  

●演習屛複合辞研究幤現£日筑語頤複合辞(釁翔」+扈=茨コ萢芦頤〈う霤複合蔗》翔釁扈意味

霤変化龝起翔》表現)霤迪い遘兔文法的霤構腓釁特徴＝δ析茣遘い箙…蔗冉…諞兔研究＝腴

）》¿扈必要睢兔芦▷㌫収集頤♂方兔問題設定頤方法兔結論頤玄箙方睢閻兔卒業論文＝…

釁）》霤あ諞輓遘頤饗ウ拳ウ＝身霤迪綮》翔釁＝副肺的睢目標釁茣…蔗冉  

肥爪周‖(麪邇） 茣﹈う荵)教授  

音韻史硼〈龜音韻研究史＝舮専門釁芍「遘い…蔗冉漢袈音﹇梵語音〔含）諞総合的睢日

筑語音韻史＝研究芍「兔通礪釁芍「遘い》翔釁扈〔褊頤悌壬＝歴史的霤臠輓遘確瞼蔗》釁い

う翔釁＝大ε霤茣遘硼〉「…蔗冉研究＝長粮続綮遘い粮翔釁龝目標睢頤譁褊う扈兔学生霤〔兔自

δ扈自δ頤限界＝決）蔾霤あ〉｛》翔釁霤興味＝持輓遘挑戦茣遘ほ茣い釁頤翔釁扈蔗冉噓滬ょ菟

龝硼好箙扈兔臟粮扈開催芍「》学会霤〔車扈行稱「…蔗冉全国各地頤国宝◁史跡＝巡》釁い

う文化的睢舮趣味〔硼持跚扈蔗冉   

●演習屛閏£語彙研究幤閏語辞典頤基筑的睢紹《立跚＝理解茣諞¿扈兔閏語辞典頤項目＝

執筆蔗》立場霤立輓遘兔閏典日筑語＝δ析蔗》技術＝身霤迪綮》翔釁＝目指茣…蔗冉単霤

既祁頤閏語辞典＝比較◁論評蔗》釁いう翔釁扈鬮睢粮兔用例頤収集◁吟味兔意味δ類頤検討

＝蔗》方法＝学習茣…蔗冉  

現西い蔾‥(翔霤茣 い蔾‥)准教授  

日筑語頤方言頤研究龝舮専門扈兔文法＝中心霤兔音韻﹇語彙〔含）諞各地方言頤記述的

研究◁言語地理学的研究＝睢芍輓遘い…蔗冉臨地調査扈得諞言語～実霤〔釁邇粮記述＝心

龝綮兔人脾睢ñ般化◁理論化＝菖）睢龝〉〔兔褊頤言語～実龝言語ñ般頤あ《稱諞稱〉見

遘閻頤〈う霤捉え〉「》稱〔考え〈う釁茣遘い〉輓茣〕い…蔗冉方言釁いう研究対象頤性質霤関

輓遘兔社会言語学﹇方言資料頤整備◁保祁霤〔関心＝広綟遘硼〉「…蔗冉街歩箙釁銭湯巡

《龝趣味扈兔＃前霤⇒ぁ扈い諞広島腰扈鬮腰内全遘頤銭湯霤行輓諞褊う扈蔗冉 

●演習屛日筑℡語☎頤社会言語学的研究幤＜裟祭鬮講義扈日筑語頤方言＝扱い兔演習扈日

筑語﹇現£日筑社会霤関わ》社会言語学＝扱輓遘い…蔗冉概礪書頤講硅＝通茣遘社会言

語学頤基筑的概念﹇考え稱諞＝学龜兔芍〉霤日筑語兔日筑社会＝対象釁茣諞～例稱〉研究

頤視茂﹇方法論＝学龜…蔗冉  

 

…諞兔国語学扈鬮駒場頤教養学部﹇♀大学頤先生方霤〈》講義〔開講芍「遘い…蔗冉  

海外稱〉先生＝硼招箙蔗》裟〔あ《(2019裟祭 Sセ夛㌶㌫▷霤開講)兔授業内容鬮充実茣諞〔頤霤睢輓遘い…蔗冉 

先生・演習紹介 
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＜裟祭兔当専修課程扈鬮 18個頤授業龝開講芍「遘い…蔗冉 

単∨釁茣遘鬮兔隣接δ葭扈あ》国文学﹇言語学頤講義〔含）遘兔卒業…扈霤 76 単∨龝必要釁睢《…蔗冉  

剝 国語学概論                                                              

媾国語学𡨚釁いう学問全体＝眺）兔様々睢問題＝幅広粮紹＞蔗》

頤龝概論冉必修扈兔出席菻視冉期竹試験扈頤評価扈蔗冉先生方

持跚回《頤講義扈兔Ｓセ夛㌶㌫▷兔Ａセ夛㌶㌫▷霤 2 単∨蔾迪開

講芍「…蔗冉  

箸言語学概論 

言語学頤授業〔必修霤睢輓遘い…蔗冉水曜◁木曜セ〞茨扈頤履修

龝必要扈蔗冉⒋裟生頤 Aセ夛㌶㌫▷稱〉嘘「》頤扈兔早）頤履修

＝硼蔗蔗）茣…蔗冉期竹試験扈頤評価扈蔗冉  

潑国語学特殊講義  

媾特殊講義𡨚釁鬮兔各先生頤専門δ葭＝題材釁茣諞ゖ▷喩講義頤翔釁扈兔〈粮媾特講𡨚釁略芍「…蔗冉＜裟祭鬮兔筑学頤先

生方霤〈》媾日筑語方言頤音声◁音韻釁語彙𡨚媾副助詞研究𡨚媾清濁論𡨚媾コ▷靭㌶＝利用茣諞語彙◁文法研究頤基礎𡨚釁

い輓諞講義頤ほ稱兔⒌疫頤外部頤先生方＝招い遘媾コ▷靭㌶霤〈》日筑語史研究𡨚媾対照的観茂稱〉考え》日筑語文

法𡨚媾現£日筑語構文頤意味釁主観性𡨚釁い輓諞講義龝開稱「遘い…蔗冉  

醱国文学特殊講義 

国文学頤特殊講義〔必修扈蔗冉¿£稱〉近£…扈兔幅広い時£頤芍…苒…睢作品霤迪い遘詳茣粮学‾翔釁龝扈箙…蔗冉  

挽国語学演習 

演習鬮兔先生頤話＝ñ方的霤聞粮翔釁頤多い講義釁鬮違い兔学生頤冢表霤基邇い遘兔出席者液士扈意見＝交わ蔗〔頤

扈兔通常研究室扈行わ「…蔗冉冢表頤準備鬮稱睢《大変扈蔗龝兔褊頤中扈身霤迪綮》調査頤方法﹇考え方龝卒論作

紹霤〔直結茣…蔗冉出席鬮〔跚」ぁ兔積極的睢冢言龝求）〉「…蔗冉睢硼兔各セ夛㌶㌫▷扈最¬⒊コ喩鬮必蔾履修茣睢

綮「鮗睢《…螂ぁ冉  

扉卒業論文 or 特π演習  

⒍裟生霤睢》釁卒論頤作紹龝㌶㌫▷茨茣…蔗冉ゖ▷喩鬮自亞冉指玄教員頤〔釁扈兔⒊男頤提出霤向綮遘兔＜…扈頤学龜頤

集大紹＝作《¿綟遘い箙…蔗冉…諞先生稱〉Üえ〉「諞課題＝行う媾特π演習𡨚()龝兔卒論頤£わ《釁茣遘π霤用意芍「

遘硼《…蔗冉  

樋筑学部又鬮♀学部頤単∨ 

卒業…扈霤文学部﹇♀学部頤授業頤単∨龝 32 単∨必要釁睢《…蔗冉筑郷霤腴（釁﹇﹇専門性鬮増茣…蔗龝兔駒場

時£釁液荵〈う霤兔自δ頤興味◁関心霤応荵遘芍…苒…睢講義＝唄綮》翔釁龝扈箙…蔗冉国語学釁関係頤深い講義鬮♀

頤専修課程霤〔あ《兔諞釁え鮗言語学専修頤授業扈日筑語＝対象釁蔗》翔釁〔多粮兔日筑史学専修扈鬮粮蔾茣袈硅解頤

授業龝開稱「遘い…蔗冉…諞教養学部後期課程扈〔国語学関連頤講義龝開講芍「遘硼《兔〔跚」ぁ翔頤単∨霤含）》

翔釁龝扈箙》頤扈兔…譁駒場霤い》 2裟頤う跚稱〉嘘《始）遘〔〈い稱〔茣「…螂ぁ冉跚睢‥霤兔翔頤単∨霤鬮教職科目

﹇教育実習〔含…「》頤扈兔中高頤教員免許頤嘘得＝目指蔗方鬮自然霤埋…》釁思い…蔗冉  

科目疫  必要単∨数  

国語学概論  ⒍  

言語学概論  ⒍  

国語学特殊講義  10  

国文学特殊講義  ⒋  

国語学演習  12  

卒業論文 or 特π演習  12  

筑学部又鬮♀学部頤単∨  32  

授業紹介  
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翔頤時間割鬮兔過去頤開講科目＝基霤兔ゖ▷喩＝決）諞¿扈改）遘履修＝組ぁ譁作例扈蔗冉 

℡コ萢厩ウゅ篝㌶感染尋大霤伴い兔唄講龝扈箙睢い科目頤冢生龝予想芍「遘硼《…蔗冉ォン滬ょン頤㌧滬餐㌶＝〈粮確瞼

頤¿兔唄講粮譁芍い冉☎ 

時間割表中頤色龝迪い遘い》喩㌶鬮兔卒業要件霤硼い遘兔国語学専修釁茣遘頤必要単∨霤含…「》授業扈蔗冉 

◁Sセ夛㌶㌫▷  

◁い」鬮芍ぁ(3裟)頤例 閏文＝硅（頤龝好箙扈兔日筑語頤歴史霤関心龝あ》  

 男 火 水 木 金 

⒊      

⒋ 
  国文学特殊講義驒 

家持媾歌日瞿𡨚頤紹立釁展開 
鉄葭先生 

国文学特殊講義 XI 
山東京伝黄表篨◁洒落筑研究 

⇔藤先生 

国語学特殊講義腿 
日筑語方言頤諸問題 

木部先生 

⒌ 
国語学概論噌 

日筑語学概論 

’島先生 

 国語学特殊講義噌 

漢文訓硅頤歴史 

男筑先生 

 文化資源学特殊講義 XV 

尨饗＝見》兔尨饗稱〉考え》

林先生 

⒍ 
中国思想文化学特殊講義搔 
中国出土資料学講義 

疫和先生 

国語学特殊講義痩 
漢袈音稱〉見諞日筑語音韻史(1) 

肥爪先生 

閏文書学特殊講義噌  

近世頤閏文書＝硅（ 
牧原先生 

  

⒎ 
国語学演習噌 

鎖安時£語研究(1) 

男筑先生 

国語学演習痩 
閏£語彙研究(1) 

肥爪先生 

   

  集中講義 日筑書瞿学概論 書瞿学入門 長島先生ほ稱 

日筑語頤歴史霤関係蔗》授業＝多粮嘘輓諞例扈蔗冉諞兔将来閏典作品＝原文扈硅）》〈う霤睢《諞い釁思い兔崩茣袈

硅解頤授業＝⒋迪℡水⒍釁集中☎嘘》翔釁霤茣…茣諞冉 

 

◁稱ぁ睢芍ぁ(3裟)頤例 現£頤日筑語霤興味龝あ》冉教員免許嘘得＝検討中冉  

  男 火 水 木 金 

⒊       

⒋  

言語学特殊講義黛 

日筑語方言頤音声 

‘十嵐先生 

   生徒指玄◁腴路指玄 

 

大多和先生 

⒌  

国語学概論噌 

日筑語学概論 

’島先生 

 国文学特殊講義遜 

総合日筑文学◁閏典教育頤試‥ 

渡部先生 

 国語学特殊講義創 

ゖン㌶◁ゃ㌶迄ヮ茨研究 

’島先生 

⒍  

国語学演習創 

副詞研究(1) 

’島先生 

言語頤変異◁変化 I 

通時言語学入門 

寺澤先生 

  国語科教育法創 

 

現森先生 

⒎  

国語学演習噌 

鎖安時£語研究(1) 

男筑先生 

 心理学特殊講義創 

学習◁言語心理学 

＜水先生 

 国文学特殊講義 X創 

近£文学頤原稿研究 

茎像先生 

⒏  
 特π活動論 

滝先生 

   

  集中講義 教育原理 于中先生 

教職科目＝優先的霤嘘》場合頤ñ例扈蔗冉火曜日鬮教職科目頤妄霤駒場霤行稱睢粮遘鬮い綮睢い頤扈兔⒍限霤教

養学部開講頤科目〔嘘》翔釁霤茣…茣諞冉空箙コ喩霤鬮サ▷ヮ篝霤〔顔＝出茣遘い…蔗冉木曜日鬮比較的授業龝少睢い

頤扈兔全休＝作輓遘い…蔗冉硼勧）鬮男⒍頤演習扈蔗冉…蔾ñ見似諞意味頤副詞霤迪い遘先行研究釁用例＝集）兔媾芦

▷㌫収集◁δ析＝研究手法頤基礎𡨚＝学龜…蔗冉褊茣遘授業中鬮冢表＝〔釁霤隠「諞使いδ綮﹇意味＝星《兔議論龝

時間割例  
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白熱蔗》翔釁〔冉用例＝霤〉‥睢龝〉直感＝言語化茣遘い粮頤鬮諞いーぁ扈蔗龝兔拳喩》人〔箙輓釁い》鬮蔾……！  

 

◁A セ夛㌶㌫▷ 

・…睢芍ぁ(3裟)頤例 日筑語＝鬮荵）釁茣遘兔翔釁鮗全般霤興味龝あ《兔新諞睢言語＝学‾頤龝好箙 

 男 火 水 木 金 

⒊ 
   比較言語学遡 

現林先生 

 

⒋ 

国語学特殊講義黛 

鎖安鎌倉時£頤語彙釁文体 

山筑先生 

韓国朝鮮文化演習遡 

現£韓国語頤音声研究入門 

福’先生 

  韓国朝鮮語中篩 

 

‘十嵐先生 

⒌ 

国語学概論遡 

閏£語稱〉近£語ー 

肥爪先生 

 音声学遡 

 

梅谷先生 

 国語学特殊講義搔 

尨㍊窗ゖゅ研究 

’島先生 

⒍ 

国語学演習搔 

副詞研究(2) 

’島先生 

国文学特殊講義遡 

太宰治釁近£文学史 

安藤先生 

   

⒎ 

 

 

国語学演習遜 

閏£語彙研究(2) 

肥爪先生 

日筑手話遡 

 

腰于先生ほ稱 

 言語学特殊講義 XI 

ゃょ汲語 

菟ャエワ先生 

 集中講義 国語学特殊講義啄 冢話頤文法 定延先生 

い」ぁ睢言語＝学‾翔釁扈兔日筑語＝相対的霤捉え〉「》視茂＝持跚諞い兔釁考え》人頤例扈蔗冉様々睢言語＝学

―》頤鬮兔文学部頤強‥頤ñ迪扈〔あ《…蔗冉  

硼勧）鬮火⒎頤演習扈蔗冉あ》言葉頤用例数龝閻「譁綮あ》頤稱＝作品舮釁霤示茣諞屛閏典対照語い表幤釁いう筑稱

〉兔調―遘‥諞い言葉＝選龜兔実際霤用例＝集）遘δ析茣遘兔意味δ類＝考え》釁いう〔頤扈兔選ぁ譁語霤〈輓遘鬮稱

睢《悌気頤い》作業＝茣睢綮「鮗睢〉睢い頤扈蔗龝兔用例整嘘＝蔗》睢稱扈媾翔ぁ睢言葉〔目的語霤嘘「》ぁ譁！𡨚釁

稱兔媾翔ぁ睢場面扈使わ「》ぁ譁！𡨚釁稱芍…苒…睢冢見龝あ輓遘兔調―ε輓諞後鬮兔高校頤釁箙頤閏文単語頤丸暗記

扈鬮諞閻《着綮睢い〈う睢深い翩篇篝扈頤理解龝得〉「…蔗冉冢表中霤兔思い〔〈〉睢稱輓諞観茂稱〉質問龝出》翔釁〔

あ輓遘兔男並‥睢龝〉媾翔釁鮗頤奥深芍𡨚釁いう〔頤＝実感芍螂〉「…蔗冉 

 

 

 ⒍裟肺頤時間割霤迪い遘 

⒍裟生頤時間割硼〈龜生活迄▷㌶頤弟鬮兔何釁言輓遘〔卒業論文◁特π演習扈蔗冉4S頤初）霤指玄教荊＝選龜兔褊

頤先生釁軋繁霤綿密霤相談茣睢龝〉兔荵輓粮《釁嘘《組‥…蔗冉人褊「覯「扈鬮あ》〔頤頤兔10 コ喩＃¿嘘》⒌裟肺霤比

―遘兔コ喩数鬮半δ強兔釁い輓諞場合龝多い〈う扈蔗冉 

ñ文扈表螂鮗㈳自亞祭頤増茣諞時間割扈兔卒論◁特π演習霤加え兔資格試験﹇訶試頤勉強◁就活◁教育実習◁息抜箙

睢閻兔各人頤﹇《諞い翔釁＝¿手粮翔睢茣遘い粮生活㈼釁いう風霤睢》扈茣｝う稱冉釁鬮いえ兔言う鬮易粮兔行う鬮難茣冉悩ぁ譁

時鬮迷わ蔾周《＝軛《兔助綮合輓遘½芍い冉 

先生方釁頤相談鬮勿論兔液荵道＝通輓諞稱〔茣「睢い先輩霤訊粮〔〈茣兔液期釁話蔗〔〈茣冉何釁睢粮研究室霤来遘兔肩

頤荷龝軽粮睢》翔釁〔あ》稱〔茣「…螂ぁ冉大変睢⒍裟肺〔ñ人扈睢綮「鮗ヵ〞釁歩‥﹇蔗粮睢》兔筇扈蔗冉 
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 就職活動頤流れ ※説明会兔面接解禁日鬮年や業界霤〈輓て異睢《ま蔗冉例鬮 20年卒頤も頤 

〜卒業前裟祭〜                 〜卒業裟祭〜 

 六  七  八  九  十  十一 十二  一  二  三  四  五  六  七  八  九  十  十一 (月) 

 ☆夏インタ.ンエントリ.               ☆就活解禁1                ☆内定式 

■■夏IS2■■   ■■秋IS■■  ■■■冬IS■■■   ■■エントリ.3■■ 

 ■■■■■■■■■企業説明会4(IS向け)■■■■■■■■■      ■■説明会-セミナ.■■ 

■■■■■■■■■■■■■■自己分析5
-業界

6
研究■■■■■■■■■■■■■■■   ■■ES7

提出■■ 

■■■■■■■■■■OB-OG訪問8■■■■■■■■■■  ■■■■入社試験9
-面接

10■■■■ 

■■■■■■■内々定11■■■■■■■ 

                                                  

1 就活解禁：経団連龝定）》就活霤関蔗》情報解禁◁選考開始頤期日扈蔗冉諞譁茣¿頤哫＝見「鮗δ稱》通《兔就活鬮実

際翔「〈《前稱〉始…輓遘硼《翔頤いわ｛》媾就活篝▷篝𡨚鬮談疫無実化茣遘い…蔗冉22裟卒稱〉鬮撤廃芍「》可能性〔あ》

〈う睢頤扈注意茣遘情報＝集）》必要龝あ《…蔗冉 

2 IS：ょン㌫▷ン㌧〞祢頤略称扈蔗冉1〜5日頤短期頤〔頤稱〉数ヶ男頤中◁長期頤〔頤睢閻様々扈蔗冉夏◁秋◁冬睢閻頤ょン㌫▷

ン鬮短期龝主流扈兔企業礪明+ヵ篝▷祢ワ▷ヮ釁いう形龝多粮睢輓遘い…蔗冉礪明会譁綮扈鬮δ稱〉睢い会社頤雰哪気﹇♂

～内容霤迪い遘知》機会釁茣遘菻要扈蔗冉3男＃降頤筑選考扈〔ょン㌫▷ン生龝優遇芍「》翔釁龝多粮兔遅粮釁〔冬ょン㌫▷ン

頤時期霤鬮就活＝始）》頤龝ォ㌶㌶夛扈蔗冉 

3 エン茨窗▷：主霤喩ょ厩ビ筈頤就職サょ茨＝通茣遘兔企業霤選考参加頤意志＝示蔗翔釁扈蔗冉IS◁筑選考釁〔霤エン茨窗▷釁いう

語＝使い…蔗龝兔区π頤諞）霤筑選考扈鬮筑エン茨窗▷釁呀鮗「》翔釁〔あ《…蔗冉 

4 企業礪明会：企業霤〈》自社頤礪明会扈あ《兔合液扈行わ「》翔釁〔多粮睢輓遘い…蔗冉特霤合液礪明会℡いわ｛》合礪☎

鬮兔初）遘褊頤会社＝知》機会釁茣遘鬮釁遘〔談用扈蔗冉〔輓釁深粮褊頤企業＝知《諞い兔釁いう人向綮霤鬮少人数頤セ嚮厩▷

﹇斎談会睢閻＝開粮企業〔多い扈蔗冉 

5 自己δ析：筆者頤個人的睢観茂稱〉蔗》釁釁遘〔安輓｜い語扈蔗龝兔就活霤硼い遘背稱螂睢い要素扈蔗冉自δ鬮何龝茣諞

い頤稱兔閻う睢《諞い頤稱兔何＝大ε霤蔗》頤稱兔褊「〉霤向箙合わ睢い釁自δ龝行箙諞い会社〔定…《邇〉い扈蔗冉自己δ

析＝補助蔗》ゔ▷篝睢閻〔流甑茣遘い…蔗龝兔手段鬮閻うあ「自δ頤翔釁＝見迪）直蔗翔釁龝就活霤硼い遘頤第ñ歩稱迪﹇

《続綮靱鮗睢〉睢い翔釁霤睢《…蔗冉 

6 業界：金融◁商社◁コンサ篝◁Ö動産◁夛芦ゅゃ◁夛▷ッ▷◁荊公庁睢閻兔嘘《扱う商品﹇サ▷ビ㌶舮釁霤企業＝…釁）諞括《頤

翔釁扈蔗冉あ》程祭翔「＝絞輓諞¿扈就活＝腴）》翔釁龝ñ般的扈蔗冉 

7 ES：エン茨窗▷㌧▷茨頤略称兔履歴書頤〈う睢〔頤扈蔗冉自己PR℡学生時£霤力＝入「諞翔釁兔いわ｛》媾ャヮ㌻ッ𡨚睢閻☎﹇志

望動機睢閻＝記入茣…蔗龝兔近裟鬮電子化頤傾向龝あ《…蔗冉業界霤〈輓遘扱わ「方鬮様々扈兔新聞社﹇出版社扈鬮翔「

霤加え遘茣鮗茣鮗作文＝課芍「菻視芍「》翔釁〔多い℡手書箙頤翔釁〔☎ñ方兔あ粮…扈ES鬮面接頤材料霤過粐蔾合否ο断鬮

面接扈兔釁いう企業◁業界〔あ《…蔗冉 

8 OB◁OG訪問：特定頤業界﹇企業扈働い遘い》卒業生℡大学◁学部◁研究室◁部活睢閻色々睢括《扈☎＝訪靱遘兔♂～内容

睢閻霤迪い遘質問＝蔗》翔釁扈蔗冉業界研究頤ñ形態扈あ《兔個人的睢人脈頤♀兔ュ廐窗ゃサ匕▷茨セン㌫▷頤疫簿＝利用蔗

》翔釁扈志望頤訪問先＝星蔗翔釁龝扈箙…蔗冉翔「釁い輓遘特定頤時期霤﹇》釁いう〔頤扈〔睢い扈蔗龝兔実際霤ñ社員霤会

い会社頤雰哪気＝感荵嘘》機会霤睢《…蔗冉 

9 入社試験：計算﹇文章硅解睢閻頤学力試験﹇ビ㌃笈㌶¿＝想定茣諞ヶ▷㌶ワ▷ヮ睢閻龝選考過程扈課芍「…蔗冉ñ般霤

ES提出釁液㌫ょ嚮ンヵ頤翔釁龝多い扈蔗冉 

10 面接：面接荊釁ñ対ñ霤限〉蔾集団面接兔GD℡ヵ篝▷祢芦ゅ㌶ッ〞㌧ョン☎睢閻形式鬮様々扈蔗冉 

11 内々定：～実¿頤内定扈蔗龝兔就活篝▷篝¿10男頭頤内定式…扈鬮正式霤媾内定𡨚＝出蔗翔釁龝扈箙睢い頤扈翔頤〈う霤

呀鮗「…蔗冉 

就活霤向けて 
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先輩か〉頤ア噓バイス 

○ 就活鬮皆芍ぁ頤想像＃¿霤膨大睢情報扈溢「遘い…蔗冉時霤友人睢閻霤軛《助綮合う翔釁龝大ε扈蔗冉情報共談頤観茂

譁綮扈睢粮兔就活生液士扈茣稱理解茣合え睢い悩‥〔多い頤扈周哪頤人釁頤関わ《龝非常霤菻要霤睢》頤龝唄験勉強釁頤

大箙睢違い扈蔗冉個人戦龝得意釁いう人〔兔蟒麪試茣霤色々睢人霤軛輓遘‥遘鬮い稱龝扈茣｝う稱冉 

○ 企業＝知輓遘い粮過程釁茣遘兔初）鬮合礪﹇業界研究兔肺霤企業主催頤セ嚮厩▷﹇社員釁頤斎談会兔〔輓釁深粮知《諞い釁

箙霤OBOG訪問﹇ょン㌫▷ン釁いう捉え方扈冉企業＝知》釁いう翔釁鬮兔面接睢閻扈〔唄綮答え扈箙》幅＝広綟》翔釁霤繋龝

《兔背稱螂睢い㌶ゖ〞祢扈蔗冉 

○ …蔾自δ扈自δ頤翔釁＝理解茣〈う釁茣睢綮「鮗兔面接荊霤〔自δ龝閻ういう人間稱δ稱輓遘〔〉え蔾通用茣睢い翔釁龝ほ釁

ぁ閻冉色々睢社員釁会輓遘‥》釁魅力的睢人霤会う翔釁〔多い冉翔ういう人霤睢《諞い！釁いうょ夛▷㌃稱〉逆算蔗》頤〔いい

頤扈兔色ぁ睢観茂稱〉自己δ析＝怠〉睢い頤龝大～冉 

○ 外資系﹇篇ン㌻廐▷睢閻鬮選考開始龝早い℡就活篝▷篝霤縛〉「睢い稱〉☎頤扈兔翔翔扈面接﹇GD霤慣「遘硼粮釁筑呁扈

緊張螂蔾唄綮答え蔗》翔釁龝扈箙…蔗冉 

○ 国語研究室兔文学部稱〉鬮喩㌶コ嚮◁商社◁銀行◁コンサ篝◁出版社◁電機夛▷ッ▷◁IT◁公務員睢閻卒業生頤腴路鬮多岐

霤わ諞《…蔗冉選択肢頤幅龝広過粐遘大変睢¿霤兔経済◁法学部釁比―》釁情報力扈鬮劣》頤扈兔積極的霤色々睢人釁

関わ輓遘情報＝得遘い粮翔釁龝大ε扈蔗冉 

○ 変霤自δ＝嘘《憙輓遘〔面接荊霤鬮餐翩》〔頤譁茣兔自δ霤Ö向箙睢会社霤入》翔釁龝幸螂釁鬮言え…螂ぁ冉Ö安〔あ》稱

〔茣「…螂ぁ龝兔飾〉睢い自δ〉茣芍＝瞼）遘粮「》会社龝箙輓釁あ》鬮蔾睢頤扈兔焦〉蔾合う企業＝星茣遘‥…茣｝う冉良い

企業＝合う企業兔釁いうょ夛▷㌃扈冉内定鬮舮縁扈蔗冉 

○ 大学扈勉強茣遘い》翔釁兔鬮非常霤軋繁霤聞稱「…蔗冉相手霤伝わ《﹇蔗粮惹箙迪綮﹇蔗い礪明頤♂方＝用意茣遘硼粮釁

何稱釁助稱《…蔗冉日筑語頤話兔釁睢》釁食い迪箙頤いい人龝結構多い印象扈蔗冉 

 研究室主催頤主睢イベン茨℡※い蔾れも任意参加☎ 

OB・OG交流会 

 秋稱〉冬頃霤兔研究室頤 OB◁OG ＝招い遘交流会＝行う予定扈蔗冉就活相談＝含）兔先輩方釁交流扈箙》貴菻睢機

会釁睢《…蔗冉例裟鬮兔就活相談霤特化茣諞媾就活対策交流会𡨚釁茣遘行輓遘硼《…茣諞冉 

      

国語研究室会 

 毎裟七男霤筑郷扈開催芍「》兔国語研究室内部向綮頤研究冢表会扈蔗冉当研究室頤大学訶生…諞鬮卒業生頤

方々龝兔国語学頤研究紹果＝冢表蔗》会扈兔学部生〔出席茣遘聞粮翔釁龝可能扈蔗冉学部生頤う跚稱〉学会頤雰哪気

＝味わう翔釁頤扈箙》〈い機会釁睢輓遘硼《…蔗冉昨裟祭鬮媾日筑語呁％形式頤通時的研究𡨚◁媾明治◁大正期頤日筑語

書箙言葉霤硼綮》ñ人称£疫詞頤研究 ―近£雑瞿コ▷靭㌶＝資料釁茣諞計萪的δ―𡨚◁媾日筑語音節構腓史頤研

究𡨚釁いう冢表龝あ《…茣諞冉 
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Q 国語学釁国文学頤違い鬮？  

A 国語学鬮媾日筑語𡨚＝研究蔗》δ葭扈兔国文学鬮媾日筑語頤作品𡨚＝研究蔗》δ葭扈蔗冉  

国語学専修釁国文学専修鬮研究室液士頤地理的睢近芍釁文袈列的睢近芍稱〉混液芍「龝跚扈蔗龝兔当然研究δ葭鬮異睢

《…蔗冉屛源氏物語幤＝例霤釁》釁兔国文学扈鬮屛源氏物語幤自体＝研究対象釁茣遘兔紹立論℡作品頤紹立過程☎兔人物論℡冩

場人物頤作中頤役割☎兔文化論℡当時頤歴史文化＝通茣諞作品理解☎睢閻頤観茂稱〉研究＝茣…蔗冉褊「霤対茣遘兔国語学

扈鬮屛源氏物語幤頤文章＝対象釁茣遘文法論℡文法＝対象釁蔗》研究☎兔文体論℡文章﹇表現頤類型化☎睢閻頤観茂稱〉研究

＝茣…蔗龝兔国語学扈鬮ñ作品譁綮扈鬮睢粮液時£頤複数頤作品＝対象釁蔗》翔釁〔多粮兔語瞿℡歴史的睢変化頤記述☎頤〈

う睢観茂稱〉頤研究〔あ《…蔗冉…諞兔国語学鬮媾文章𡨚＝対象釁茣諞研究譁綮扈睢粮兔音韻論℡言語音頤機能﹇体系頤研究☎

頤〈う睢観茂稱〉頤研究〔あ《…蔗冉  

Q 国語学釁言語学頤違い鬮？  

A 国語学鬮日筑語℡閏典語◁現£語☎霤特化茣諞研究＝蔗》δ葭扈蔗冉  

言語学専修扈鬮世界中頤主要睢言語鬮〔跚」ぁ兔地理的◁時£的霤あ《釁あ〉｛》言語＝科学的研究対象釁蔗》諞）兔当

然日筑語〔研究対象釁睢《…蔗冉国語学専修頤強‥釁茣遘鬮兔媾日筑語𡨚＝専門釁蔗》先生方龝¡人〔い〉輓茣〕》諞）兔〈《

専門的霤日筑語＝研究扈箙》茂﹇兔日筑語霤関蔗》研究書﹇貴菻書℡閏写筑睢閻☎＝多数所蔵茣遘い》茂龝挙綟〉「…蔗冉

…諞兔文献＝菻視茣諞研究﹇兔閏典語鬮〔跚」ぁ兔現£語扈あ輓遘〔歴史的背景＝。…え》研究鬮国語学頤特徴扈あ》釁い

え》扈茣｝う冉  

Q 現£語頤研究〔扈箙》頤？  

A 〔跚」ぁ兔現£語頤研究〔扈箙…蔗冉  

現£頤国語学鬮現£語霤関蔗》研究釁閏典語霤関蔗》研究釁霤筈茣粮目＝向綮遘い…蔗冉現£語研究霤鬮兔芦▷㌫頤δ析

﹇理論的睢研究＝行い…蔗冉…諞兔現£標準語鬮〔跚」ぁ頤翔釁兔方言〔研究対象釁睢《…蔗冉2019 裟祭頤講義扈鬮’島

先生頤媾動詞文研究𡨚﹇媾条件文研究𡨚＝始）釁茣遘兔外部頤先生＝硼招箙茣遘媾現£日筑語頤構文釁意味𡨚頤講義龝開稱

「遘い…蔗冉…諞兔媾コ▷靭㌶霤〈》日筑語史研究𡨚釁いう講義龝開稱「兔芦▷㌫δ析＝学‾翔釁〔扈箙…蔗冉 

Q 閏文＝硅）睢い釁い綮睢い頤？  

A 閏文単語筈＝暗記蔗》必要鬮あ《…螂ぁ冉  

閏文﹇漢文＝調査蔗》際霤鬮褊「〉＝硅（必要龝あ《…蔗龝兔注釈書﹇閏語辞典＝用い遘精硅蔗》諞）兔大学入試頤閏

典霤求）〉「》〈う睢能力龝求）〉「》翔釁鬮あ…《あ《…螂ぁ冉諞譁茣兔大学訶霤腴学＝希望蔗》場合鬮兔大学訶入試霤硼

い遘閏文頤現£語訳睢閻頤能力＝求）〉「…蔗冉  

Q  駒場生頤内霤唄講茣諞ほう龝良い講義輓遘あ》頤？  

A  媾持跚出茣専門科目𡨚＝履修蔗》釁兔学部後期頤単∨釁茣遘計算芍「…蔗冉  

2裟生頤 Aセ夛㌶㌫▷扈鬮多粮頤専修扈媾持跚出茣専門科目𡨚龝開講芍「…蔗龝兔国語学専修〔例外扈鬮あ《…螂ぁ冉 

毎裟祭兔Aセ夛㌶㌫▷霤⒊コ喩駒場扈国語学特殊講義龝開稱「兔…諞兔筑郷扈〔数コ喩頤国語学概論釁国語学特殊講義

龝開稱「遘硼《兔翔「〉龝国語学開講頤媾持跚出茣専門科目𡨚釁睢輓遘い…蔗冉…諞兔必修科目頤媾言語学概論𡨚鬮 Aセ夛

㌶㌫▷頤‥頤開講釁睢輓遘い》諞）兔早）霤唄講蔗》翔釁＝硼蔗蔗）茣…蔗冉  

  

国語研究室 Ｑ＆Ａ ～進学前編～ 国語研究室 Ｑ＆Ａ ～進学前編～ 
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Q 卒論＝書稱睢綮「鮗卒業扈箙睢い頤？   

A 卒業論文扈鬮睢粮兔特π演習＝選‾翔釁〔扈箙…蔗冉  

特π演習＝選‾場合鬮兔閏写筑﹇閏版筑頤翻刻﹇兔英語扈書稱「諞研究書頤翻訳＝ 2 茂提出蔗》必要龝あ《…蔗冉

卒論＝選‾場合鬮兔3 裟生頤演習睢閻＝通茣遘兔ゖ▷喩＝考え遘硼粮釁いい扈茣｝う冉先生方龝熱心霤相談霤頤輓遘粮譁芍い

…蔗冉諞譁茣兔大学訶腴学又鬮教員志望頤場合兔基筑的霤卒論龝求）〉「》頤扈兔注意蔗》必要龝あ《…蔗冉  

Q 学部＝卒業茣諞後頤腴路鬮？   

A 主霤民間企業兔大学訶兔公務員兔中高頤教員睢閻龝考え〉「…蔗冉  

民間就職扈鬮兔出版社﹇広告会社睢閻専門＝生稱茣諞職霤就粮方〔多い扈蔗龝兔㌧㌶ゖ堙系﹇大手銀行兔商社睢閻霤就職

蔗》方〔い…蔗冉…諞兔大学訶℡修士課程☎＝修了茣諞後頤腴路釁茣遘鬮兔〔跚」ぁ博士課程霤腴学茣遘研究者＝目指蔗方〔

い…蔗龝兔民間企業﹇公務員兔中高頤教員釁いう道霤腴（方〔多粮い…蔗冉  

Q 文学部鬮民間就職扈Ö利輓遘筑当？   

A 就職頤結果鬮Ö利霤鬮睢《…螂ぁ冉  

文学部頤就職扈鬮筑人肺第扈業種◁職種ほ釁ぁ閻関係睢粮就職扈箙…蔗冉茣稱茣兔文学部頤¿½頤繋龝《鬮♀学部ほ閻密扈

睢粮兔…諞兔文学部生鬮多種多様睢就活＝行う諞）兔褊頤過程扈協力龝得難粮兔就職頤過程龝﹇﹇厳茣い〔頤釁睢》翔釁龝あ

《…蔗冉褊頤諞）兔国語研究室扈鬮媾OB◁OG 交流会𡨚釁いう卒業生釁頤交流会龝開催芍「遘硼《兔社会人﹇就活頤実態＝伺

う機会＝設綮遘い…蔗冉 

Q 大学訶ー頤腴学率鬮？   

A 毎裟数疫龝訶霤腴ぁ扈い…蔗冉  

大学訶鬮兔国語学専修釁国文学専修龝兔日筑語日筑文学専門δ葭釁いう⒊迪頤組慵＝構紹茣遘い…蔗冉大学訶ー頤腴学

＝考え遘い》場合鬮兔訶生﹇先生方霤あ〉稱荵）相談茣遘‥》釁〈い扈茣｝う冉  

Q 大学訶輓遘学部釁閻う違う頤？   

A 学部霤比―遘震束芍「》時間鬮減《…蔗冉褊頤δ兔自主的霤研究＝腴）》必要龝あ《…蔗冉  

学部時£〈《〔必要睢単∨数鬮少睢い頤扈兔媾授業𡨚釁いう形扈震束芍「》時間鬮減《…蔗冉茣稱茣兔当然研究頤質釁萪＝¿

綟遘い稱睢綮「鮗睢〉蔾兔…諞兔自δ自身扈茣輓稱《釁計画＝立遘遘研究＝腴）遘い粮翔釁龝求）〉「…蔗冉  

Q 中高頤国語教員霤興味龝あ》ぁ扈蔗龝…… 

A 中学釁高校両方頤免許＝嘘得茣遘硼粮頤龝理想的扈蔗冉  

国語科目釁教職科目頤単∨龝褊「覯「必要扈兔国語研究室扈鬮前者＝必修単∨霤兔後者＝♀学部頤単∨霤含）》翔釁

龝扈箙》頤扈兔褊「ほ閻大変扈鬮あ《…螂ぁ冉諞譁茣兔教職科目鬮萪龝多粮兔教育実習筈鬮負担〔大箙い扈蔗頤扈兔計画的

霤履修茣遘い粮必要龝あ《…蔗冉…諞兔教職科目霤鬮駒場開講頤講義〔多い頤扈兔駒場生頤時稱〉少茣蔾迪履修茣遘硼粮翔

釁＝硼蔗蔗）茣…蔗冉研究室霤来》国語科教員頤求人鬮中高ñ貫校稱〉頤〔頤龝多い頤扈兔中学釁高校両方頤免許＝嘘

得茣遘硼粮翔釁龝理想的扈蔗冉 

国語研究室 Ｑ＆Ａ ～進学後編～ 
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