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はじめに 

⾔語学を勉強していると、しばしば他学部の友⼈から妙に気を遣われます。「こ
の⽂章表現、⾔語学的に正しいよね！？」「この単語ってどう発⾳するのが合っ
てるの？」。間違えると責められたりします。「⾔語学を勉強しててそれか
よ！！」。でも、⾔語学ってそういう学問じゃないんです（四字熟語は辞書に訊
いてくれ！）。⾔語学は「ことばの科学」、つまり⼈間の⾔語活動に関わるあらゆ
る事柄を扱う学問。最終ページの卒論テーマ集を⾒ていただければ、それが分か
ってもらえると思います。 

この冊⼦を通して、少しでも⾔語学のこと・私たちの研究室のことを知っていた
だければと思います。 

⾔語学研究室について 

⾔語学研究室は本郷キャンパス・⽂学部 3 号
館の 6 階にあります。壁には様々な辞書や
論⽂集がズラリ。パソコンやプリンタも使⽤
できます。 

同じ建物には英⽂や仏⽂、⻄洋古典学などの
研究室がまとまっていて、ほかの研究室の講
義に出るのにも便利な好⽴地。⽂学部図書室
も同じ建物の地下にあり、必要な資料も思い
⽴ったらすぐに取りにいけます。 

 

⾔語学研究室の⼀⾓である「学⽣室」
は学⽣たちの憩いの場。⼀緒にお昼を
⾷べたり、研究に関わる作業をしたり、
発表の打ち合わせをしたり、勉強した
り。調査で世界中を⾶び回っている先
⽣や学⽣も多く、机の上には常に世界
各国の珍しいお菓⼦が！ コーヒー
メーカーもありますよ。マグカップ持
参推奨。 
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⾔語学研究室の先⽣たち（☆は必修科⽬） 

⻄村義樹 教授 

専⾨は認知⾔語学。近年は⽐喩と⽂法現象との関わり
に特に関⼼を持っています。 

担当科⽬ ☆⾔語学概論 / 認知⽂法⼊⾨ /  
     認知⽂法研究 / ⾔語学次世代育成演習 

無類のカレー好きであり、学⽣たちも⽬を⾒張る健脚を誇りま
す。⾶⾏機が嫌いなため可能な限り陸路を選択されるそうです。 

 

⼩林正⼈ 教授 

専⾨は印欧語（インド・アーリア語）、ドラヴィダ語、
および⾳韻論。古い⽂献や⼝承をもとに、⽂法や⾳韻
がどのように変化してきたかを研究しています。 

担当科⽬ ☆⾔語学概論 / ☆⽐較⾔語学 /  
     印欧語⽐較研究：印欧語の歴史統語論 /  
     ⽐較⾔語学演習 / ⾔語研究のための情報 
     処理（Python）/ ⾔語学次世代育成演習 

穏やかで⾯倒⾒のいい研究室のお⽗さん的存在です。インドか
らのお客さんとよくわからない⾔葉で話していることがあり
ます。インドカレーとナンは右⼿だけで⾷べられます。 

 

⻑屋尚典 准教授 

専⾨はフィリピンやインドネシアのオーストロ
ネシア語族と⾔語類型論。現地でのフィールド調
査に基づいて世界の⾔語の普遍性と多様性のあ
り⽅について考えています。 

担当科⽬ ☆⾔語学概論 / ⾔語類型論研究 /  
     野外調査法 (フィールド⾔語学)/  
     ⾔語学次世代育成演習 

フィリピンには kare-kare という「カレーのまがい物」と
いう料理があります。重複でにせものを表現するのがかっ
こいいですね。 
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⽩井聡⼦ 専任講師 

シナ＝チベット語族のチァン諸語、特にダパ語を調
査・記述しています。中国⻄南の⼭間部で話される⾔
語です。⾔語特徴の分布を地図化して分析する、地理
⾔語学的研究にも取り組んでいます。 

担当科⽬ ☆⾔語学概論 / ☆⾳声学 / 形態論 /  
     チァン諸語研究 / 東アジア地理⾔語論 /  
     ⾔語学次世代育成演習 

⾟いものも好きなのですが、育児中につき、家で作るカレーはい
つも 5 歳児に合わせた⽢⼝・トマト⼊りです。 

 

⽯塚政⾏ 助教 

専⾨はバスク語（フランスとスペインで話されている⾮
印欧語族の⾔語）。様々な⽂法現象について、バスク語固
有の特徴とは何なのか、他の⾔語との共通点・相違点は
どこにあるのかという関⼼から研究しています。 

担当科⽬ バスク語研究 

師匠である⻄村先⽣おすすめのカレー屋さんの味の区別がつかず，
デリーもバーモントも同じだと主張する不肖の弟⼦です。 
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⾔語学研究室 今年度の時間割（学部⽣向け科⽬） 

 ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ 

1 
印欧語⽐較研究:
中期ペルシャ語

[A]特 
  ★⽐較⾔語学

(1)(2*)  

2   ★⾔語学概論
[A]* 

⾔語学次世代 
育成演習[S]演 

★⾔語学概論
[A]* 

印欧語⽐較研究:
印欧語の 

⽐較統語論[S]演 

⽐較⾔語学 
演習[A]演 

ペルシア語(1)(2) 

3 

チァン諸語研究
[S]特 

東アジア 
地理⾔語論[A]特 

⾔語類型論研究
(1)(2)特 

野外調査法 
(1)(2)演 ★⾳声学(1)(2*) ⾔語研究のため

の情報処理[A]特 

4 形態論 (1)(2)演 認知⽂法⼊⾨
(1)(2*)特 

ヒンディー語 
(1)[S] 

認知意味論の 
諸問題[A]特 

コーパス 
⽇本語学[S]特 

5  認知⽂法研究
(1)(2)演 

⽇本⼿話 
(1)(2)特認 エジプト語[S]特 バスク語研究

(1)(2)特 

（⾔語学研究室担当の外国語科⽬も記載しています） 

 

l ★は必修科⽬です。*は持ち出し専⾨科⽬です。 

l 講義名の後の[S]・[A]は開講時期を表し、それぞれ Sセメスター・Aセメス
ターを意味します。また、(1)(2)と書いてあるものは、(1)は Sセメスターに、
(2)は Aセメスターに開講されます。 

l 「特」＝「特殊講義」、「演」＝「演習」、「特認」＝「特殊講義として認定され
る」です。 

もちろん、他の研究室や他学部の科⽬を受講することもできます。時間割をうま
く調整すれば、駒場キャンパスの講義を受けることもできます。 
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ある学⽣の時間割 

ある 4 年⽣の先輩（2020 年 4⽉進学）の 2020 年度 Aセメスター（3 年次）の
時間割です。 

 ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ 

1      

2  
国⽂学演習 II

（明治・⼤正期の
⼩説研究） 

  ⾳韻論⼊⾨ 

3 国語科教育法 
(実践)C(2) 

国語学特殊講義
II（⽇本語⽅⾔
の⽂法） 

  ⾔語研究のため
の情報処理 

4 複合  国語学演習 VI 
(古代語彙研究)  漢⽂学 

5 教育相談 I 

国語学演習 II
（⽇本語および 
現代⽇本社会を 
対象とした 
社会⾔語学） 

国⽂学特殊講義
IV（源⽒物語の

研究） 
  

 

⽔⾊のコマは⾔語学専修課程の科⽬です。 

⼤半の学⽣が駒場にいるうちに必修の⾳声学と⾔語学概論を履修しています。 

このように、⾔語学専修課程で開講される「特殊講義」・「演習」を取りながら語
学の授業や⾃分の興味のある分野も履修していくこともできます。 

時間割の組み⽅次第で、休⽇を作ったり、駒場などの他学部の講義を履修したり
することもできますし、教員免許や学芸員資格の取得を⽬指している先輩もい
ます。 

 

先輩からのコメント：中⾼教員免許（国語科）取得を⽬指しているため、教職科
⽬および教科に関する科⽬（国語学・国⽂学系）が多くなっています。 
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主な講義の紹介 

⾳声学（S・A 年 2 回開講） 

英和辞書でおなじみの発⾳記号。あの記号で巻き⾆や⾆打ちも表せることをご
存知ですか？ 国際⾳声字⺟（IPA: International Phonetic Alphabets）と呼ば
れるあの記号を使えば、世界中のいろいろな⾔語⾳を記述することができるの
です。たとえ⽂字のない⾔語だとしても。 

この講義では、⾔語の観察に不可⽋な IPA を使いこなせるように訓練します。
⼀⼈ひとりの発⾳をしっかりチェックしてくれるから授業中のフォローはばっ
ちり。TA の先輩⽅も練習を⾒てくれます。半年後には世界中の⾔語⾳が発⾳で
きるようになります。洋楽がかっこよく歌えるようになるかも。 

評価はセメスターの終わりに発⾳の試験と聞き取り・筆記の試験を合わせて⾏
なわれます。試験前の学⽣室からは発⾳練習をする学⽣の発する怪しい声が…
… 
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⽐較⾔語学（S・A 通年） 

駒場でドイツ語をやっている⼈、英語と意味や綴りが似ている単語がたまにあ
りませんか？ たとえば「⽗」father はドイツ語では Vater。また、スペイン語
とイタリア語をやっていて、「1」がどちらの⾔語でも uno で「あれっ？」と思
ったことのある⼈もいるかもしれません。これはご存じの通り、これらの⾔語が
共通のルーツから分岐して⽣まれたから。⾔語の姿（発⾳、意味、⽂法規則 etc.）
は時代と共にどんどん変化し、ひとつの⾔語がいくつにも枝分かれし、お互いに
語彙を貸し借りしたり影響を及ぼし合ったりして、いま世界にある無数の⾔語
が⽣まれてきました。その歴史を紐解くのがこの分野です。 

教科書は英語。キャー！！ でも
慣れます。授業は、前半が講義形
式、後半が担当箇所を読んで発表
する演習形式です。専⾨⽤語や練
習問題で最初は苦労しますが、す
ぐに慣れちゃいます。 

評価⽅法は発表とレポート。きちんと出て内容を理解できていれば⼤丈夫。 

 

印欧語⽐較研究：印欧語の⽐較統語論（S） 

⽐較⾔語学の進展により、印欧祖語の姿はどんどん解明されています。⼦孫にあ
たる⾔語に⾒られる語の⾳の対応を⽐較することで、その⼤元の姿を復元しよ
うというのが伝統的な⽐較⾔語学の⼿法です。それに加え、最近では、統語論の
歴史的変化についての研究が盛んになってきました。統語論は、ここでは⽂法の
ようなものだと思っておいてください。統語論を歴史的に⾒る⼿法について、印
欧語の例を取り上げつつ、教科書や論⽂を読みながら学んでいきます。 

例えば、ドイツ語を学ぶとまず最初に「定動詞第 2 位」の規則について習いま
す。⼀⽅、現代英語ではそのような規則は基本的にありません。ですが、デンマ
ーク語やアイスランド語のような、英語・ドイツ語と祖先を同じくする他の⾔語
ではこの規則があります。昔の英語でもこれと近い規則がありました。英語では
歴史的に⾔語が変化していく中でこの規則を失っていったということになりま
す。⽐較統語論は、そのような現象について説明を与えることを試みます。 

評価⽅法は基本的に発表によります。⾃分の興味のある⾔語やテーマを⾃由に
選ぶことができるので、内容は難しいかもしれませんが楽しいです。 
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認知⽂法⼊⾨（S・A 通年） 

認知⽂法という分野で最も重要なトピックのひとつが、⽐喩表現です。⽐喩なん
て、⽂学作品でしか使われない、とっても詩的なものだと思っている⼈も多いか
も知れませんが、実はそんなことありません！！ たとえば冬になると「鍋を⾷
べる」。でも鍋⾃体を⾷べるわけじゃありませんよね？「空気を読む」って⾔っ
ても、「空気」がどこかに書いてあるわけじゃないですよね？ ⼩説を読むのが
好きな⼈、「村上春樹を読んだ」ことはありますか？ でも村上春樹っていう⼈
間に⽂字が書いているわけじゃないですよね？ こういう⽇常的に使う「ちょ
っとズレた表現」が、認知⽂法という分野にとっては新たな発⾒の宝庫なので
す。 

基本的には認知⽂法の理論に関する論⽂などを読み進めたり、それについて議
論したりします。 

評価は学期末のレポートによります。 
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形態論 

突然ですが、みなさんは「語」とは何か定義することはできますか？ 「辞書の
⾒出しになっているものが語だ」と思うかもしれませんが、辞書には載っていな
いような新語や流⾏語も、私たちは「語」であるとみなしますよね。「語」は⾔
語の⾮常に重要な要素であるのに、その定義はとても難しいのです。そんな「語」
について考え、その仕組みを研究するのが形態論という分野です。 

この授業では、教科書を読んで練習問題を解きながら、形態論の基礎知識と分析
⽅法を習得したり、世界の様々な⾔語における語の特徴を学んだりします。例え
ば、英語は dog→dogs のように複数を表しますが、接頭辞で表現する⾔語もあ
れば、独⽴した別の語で表現する⾔語もあります。世界の⾔語の多様性を、様々
な観点から感じることができますよ。 

評価は、平常点（発表と練習問題への取り組みなど）によります。発表は、教科
書の内容を資料にまとめたり、練習問題を解いて解説したりするもので、学期に
3 回程度担当します。 
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総合科⽬「⾔語の多様性から考える⾔語学」 
（駒場にて開講。2021 年度 Sセメスター） 

世界には 6000 から 7000 ほどの⾔語が存在すると⾔われるが、その構造は⾔語
ごとに異なり、多様である。たとえば、「花⼦さんが(S)みかんを(O)⾷べた(V)」
という内容を伝えるために、⽇本語のように SOV 語順をとる⾔語もあれば、英
語のように SVO 語順をとる⾔語も存在する。さらには VSO、VOS、OSV、OVS
といった語順も存在し、多様である。しかし、完全に不規則というわけでもない。
実は SOV ⾔語と SVO ⾔語だけで世界の⾔語の 80%以上を占めており、⼈間の
⾔語に「S が V に先⾏する」「V と O が隣接する」という傾向があることが分か
っている。このような⾔語の特徴は、世界の⾔語を幅広く観察することによって
初めて知ることができる。 

このような⾔語の多様性の問題は、⾔語を科学的に探求する学問である⾔語学
（linguistics）の研究課題のひとつであるが、この授業では、この⾔語の多様性
に注⽬しながら、⾔語学という学問体系の導⼊をおこなう。世界のさまざまな⾔
語の例をとりあげ、世界の⾔語の驚くべき多様性について学びながら、⾔語学が
どういう問題に取り組んでいるのかを議論する。 

 

過去に開講された授業 

記述⽂法研究 「語」の認定 複合 ⾔語哲学と意味論・語⽤論 ⾳声学と実験
⾔語学 ⽇本語⽅⾔アクセント論 アイヌ語 シダーマ語 ⽂法変化の諸相 
⾔語と社会 ⾔語類型論 伝統⽂法の⾔語論 コーパス⾔語学⼊⾨  
⽇中対照⾔語学 印欧語⽐較研究（ケルト語 古アイルランド語 ヴェーダ語  
古典アルメニア語 ヒッタイト語 トカラ語 B） ドラヴィダ語⽐較研究  
社会⾔語学 談話分析 など 
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⾔語学研究室の⼤部分の講義が⾏われる演習室。三四郎池を⾒下ろす窓からの眺めは最⾼！ 
天気のいい⽇は（相当悪くても？）東京スカイツリーが⾒えます。 
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卒論・進路 

就職するか、⼤学院に進むか。⾔語学研究室はどっちの選択肢もアリです！ 

 

卒論 

卒業論⽂を書くか、特別演習に合格す
ることが卒業の要件です。卒論では毎
年様々なテーマが扱われています。 
 

過去のテーマ例 

l 主節が受動⽂の場合における、懸
垂分詞構⽂の⽤例分析 

l 広島市⽅⾔における不可能構⽂
yoo=V-n 

l 東京出⾝者の⺟⾳の変化について 

l ケチュア語アヤクーチョ⽅⾔に 
おける関係節の⽤法 

l 形容詞＋「すぎる」「そうだ」の間
の「さ」の挿⼊可能 

l コンピューターによるアクセント
規則の検証 

l ヒッタイト語の使役接辞 -nu- の 
機能と通時的変化 

l Number marking in Sinhala: 
Grammatical coding asymmetry 
and frequency 

l ハンガリー語における -vA 分詞
の受動的意味について 

l ⽇本語における「嘘」と「社交辞
令」のカテゴリー関係の検証 

l ベトナム語 の受け⾝マ ーカー
được/bị の機能 

l ⽇本⼿話―⾳声⾔語と通じる態― 

卒論指導に教員ごとのゼミはなく、全
教員が参加する次世代育成演習で⾏
われ、4 年⽣はそこで相談したり指導
を受けたりしながら⾃由にテーマを
決めます。4 年⽣の 7⽉上旬にテーマ
発表会を⾏います。年明けに提出し、
2⽉上旬に⼝述試験があります。 

進路 

毎年進学する⼈と就職する⼈が半々
ぐらいいます。⼤学院は東⼤がほとん
どですが、他⼤学の⼤学院に進学する
⼈もいます。 

就職先については、商社・メーカー・
広告・出版・不動産・IT・銀⾏・旅⾏
会社・番組製作・公務員・お笑い芸⼈・
漫画家など様々な業界に進んだ先輩
たちがいます。 

就活をする場合、⼤学院の⼊試は夏と
冬の 2 回あるので、進学を迷っている
⼈は就活しながら考えることも可能
です。 

⼤学院に⼊ると、学会発表など、研究
室外での活動が増えます。学部に⽐べ
て授業のコマ数が減り、その分⾃分の
研究に打ち込むことができます。 
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Q & A 集 

Q. 就職活動で不利になりませんか？ 

A. 特別に有利ではないかも知れませ
んが、製造業や⾦融などでも毎年就職
者がおり、⽂学部や⾔語学だというだ
けで不利になったという話は聞きま
せん。 

 

Q. ⾃分の興味のあることが勉強でき
るでしょうか。 

A. そのことに詳しい教員がいない場
合は、⼗分な指導は受けられないかも
知れませんが、⾔語学である限りどん
なテーマを選ぶのも学⽣の⾃由、とい
うのが研究室の伝統です。 

 

Q. 教養学部の⾔語情報と⽂学部の⾔
語学の違いは何ですか？ 

A. はっきりした違いがあるわけでは
ありません。ともに東京⼤学の構成員
として、教員間や学⽣間での交流もあ
ります。それぞれに所属する教員の研
究内容が違うほか、研究室の制度も違
うので、できれば両⽅⾒学することを
勧めます。テーマによっては、どちら
かでしか勉強できないものもありま
す。なお⽂学部の⾔語学研究室は⾔語
学プロパーの教員だけですので、⾔語
⽂化コース（G群）と⽐較するほうが
より実態に即しているでしょう。 

 

Q. ⾃分の勉強したい内容について、
国語研究室や、英語英⽂研究室との間
で迷っています。 

A. 同じ⽇本語や英語の現象でも、研
究室によって扱う⽅法が違いますの
で、教員の研究を⾒てみたり、各研究
室が前期課程で開講する授業に出て
みてください。 

 

Q. ⾔語学研究室の特⾊は何ですか？ 

A. ⽂学部の研究室全般に⾔えること
ですが、教員⼀⼈⼀⼈ではなく研究室
単位で指導が⾏われるので、ほかの分
野の⼈とも交流が多く、⾔語学全体を
広く勉強できる環境です。 

 

Q. ⼤学院で研究した場合、どのよう
な進路がありますか？ 

A. 修⼠課程を卒業して就職する⼈、
博⼠課程を修了して⼤学教員などの
研究・教育職につく⼈、海外で留学や
研究をする⼈など様々です。 

 

Q. 印欧語など⾔語学は研究し尽くさ
れていると聞きましたが、実際にはど
うですか？ 

A. 詳しい⽂法書が出ている⾔語でも、
個々の問題についてはまだまだ研究
する余地があります。世界には⽂法書
や辞書すらない⾔語も多く、研究テー
マがなくて困ることはありません。 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L i n g u i s t くん  

 

⽂学部⾔語学研究室 

本郷キャンパス ⽂学部 3 号館 6 階 

活動制限中の開室時間：12:00〜17:00（⽔，⽊） 

ホームページ：http://www.gengo.l.u-tokyo.ac.jp/ 


