
卒論完成までの P(lan)-R(esearch)-S(tudy)-A(ction)のサイクル（version 1.0：2019 年 5月作成,2019 年 6月改定）  

入学前 

1年生 

2 年生 

P1 消去法でなく積極的理由でやりたいことを選ぶ 

例：⽇本語の⽅⾔や歴史について勉強したい！ 
 ＊オススメの概説書など＊ 

【日本語学全般】『基礎⽇本
語学』（ひつじ書房），『岩波
講座⽇本語』1-13 巻（岩波
書店），『⽇本語講座』1-6 巻
（新装版，⼤修館），『講座 

⽇本語と⽇本語教育』1-16

巻（明治書院），『講座 ⽇本
語学』1-12 巻（明治書院），
『朝倉⽇本語講座』1-10 巻
（朝倉書店）『現代⽇本語⽂
法 1-7』（くろしお出版） 

【方言学関係】『講座⽅⾔
学』1-10 巻(国書刊⾏会),

『はじめて学ぶ⽅⾔学』(ミ
ネルヴァ書房),『⽅⾔学⼊
⾨』(三省堂),『⽇本のこと
ばシリーズ』(明治書院) 

【日本語史関係】『ガイドブ
ック⽇本語⽂法史』(ひつじ
書房),『ガイドブック⽇本
語史』(ひつじ書房),『ガイ
ドブック⽇本語史調査法』
(ひつじ書房)，『話し⾔葉の
⽇本語史』(吉川弘⽂館),

『⽇本語の歴史』(岩波新
書),『⽇本語全史』(ちくま
新書),『国語史を学ぶ⼈の
ために』(世界思想社),『奈
良時代の国語』『平安時代の
国語』『室町時代の国語』等
(東京堂出版),『講座 国語
史』1-6 巻(⼤修館) 

【辞典類】『⾔語学⼤辞典』
（三省堂），『⽇本語学⼤辞
典』（東京堂出版），『国語学
⼤辞典』（東京堂出版），『⽇
本語⽂法事典』（⼤修館），

R1 日本語の方言や日本語の歴史の研究の実際を知る 

例：ゼミ⾒学，⽇本語学・⾔語学関係の授業 

S1 日本語の方言や歴史の研究が自分に合うか考える 

例：ゼミの雰囲気は？⽇本語学関係の授業内容に興味を
持てたか？ 

A1 

→P2 

P1 の目的・計画の維持 or変更 

例：⽇本語の⽅⾔や歴史について研究したい！ 

3 年生 Q1 

3 年生 Q2 

3 年生夏休み 

R2 日本語の方言や歴史について専門的に勉強してみる 

例：ゼミ，⽇本語学・⾔語学関連の授業や概説書 

3 年の Q1 のゼミでは，ここで⽰している研究のサイクルを⼩さくして，
みんなで⼀緒に研究を⾏ってみる，ということをやります R2。教員から
与えられたテーマのもと，調査を⾏い，分析することで，「研究」という
もののイメージ（楽しさと⾟さ・厳しさ）をつかみます。調査あるいは発
表会の後，打ち上げをします。 
3 年 Q2〜夏休みにかけてはゼミがありません。この期間に，１冊でも良

いので概説書や教科書のようなものを通読してみてください R2→S2。⽅
⾔か⽂献（⽇本語史）か，という⽅向性も決まっていない⼈は，⽇本語学
関係の教科書を読みましょう。どちらか決まっている⼈は，それぞれの分
野の概説書を通読してみましょう。そして，少し興味が持てた現象や⽅⾔
や時代や資料があったら，それに関する概説書などを読みましょう。この
時，全てを理解しようとはしないで，興味のあるところを集中的に読みま
しょう。また，教員と⾯談することで，⾃分の理解が深まることもありま
す。教員が⾏う調査・研究への参加や勉強会をするのも良いでしょう。 
3 年の夏休みの終わり頃までに，「⼤まかな研究の⽅向性」を決めます

S2→A2→P3。具体的には，⾃分の興味に従って「⼤きな問い」をたてる
ことです。この時の「問い」は「尾張⽅⾔ってどんな⽅⾔？」「江⼾時代
の⽇本語って何？」「敬語ってどういう体系？」「アスペクトって何？」な
どなど，すごく⼤きくて構いません。これが研究の出発点となります。 

S2 学んだ内容から自分の興味がどこにあるかを探る 

例：ゼミで扱った内容に興味を持てたか？授業や概説書
の内容でもっと知りたいと思ったことはあったか？ 

A2 

→P3 

大まかな研究の方向性を決める 

例：「尾張⽅⾔」／「江⼾時代の⽇本語」／「敬語」／「ア
スペクト」に興味がある！ 

3 年生 Q3 R3 興味がある方言・時代・現象・資料について知る 

例：「尾張⽅⾔」／「江⼾時代の⽇本語」／「敬語」／「ア
スペクト」について，概説書や辞書で調べる 

3 年 Q3 のゼミでは，⾃分の興味がある⽅⾔や時代や資料や現象につい
て，概説書や辞典類を使って徹底的に調べて，発表します R3→S3。1 つ
の事柄について，徹底的に調べることで，漠然としていた「⼤きな問い」
が「⼩さな問い」に分解できることが⾒えてきます。例えば，「尾張⽅⾔」
であれば，その⽂法はどうなっているのか？⾳声は？どこで話されてい
る？内部の地域差は？という幾つかの問いに分解できます。「江⼾時代の
⽇本語」も，⾳声は？⽂法は？江⼾時代に⽅⾔ってあったの？どういう資
料があるの？などなど。「敬語」であれば，敬語ってどう分類できるの？
⽅⾔や時代によって違うの？など。「アスペクト」であれば，アスペクト
の定義は？何種類あるの？アスペクトとテンスの関係は？など。 

S3 興味がある方言や時代や現象や資料が研究の対象とし

て妥当か，どんな研究ができそうか，自分の興味に合っ

ているかを検討する 

例：「尾張⽅⾔」について何か残された課題はあるか？／
「江⼾時代の⽇本語」を調べるためにはどのような資
料・⽅法が⽤いられるのか／「敬語」についてどんな
研究をすることができそうか／⾃分の「アスペクト」
に対する印象・理解は正しかったか 



A3 

→P4 

研究の対象を絞り込む／研究の方向性を修正する 

例：「尾張⽅⾔の敬語」はどのようになっているのか知り
たい／「江⼾時代の尾張⽅⾔」の敬語について知りた
い／「敬語」や「アスペクト」は⽅⾔によって違うら
しい／興味がある⻘森⽅⾔の場合，「アスペクト」は⾯
⽩くなさそうだけど「テンス」は⾯⽩そうだ 

そうして，１つの⼤きな問いから 10 個ぐらいの⼩さな問いを⽣み出す
ことを⽬指します S3→A3。その「⼩さな問い」のうち，最も⾃分が気に
なった「問い」を，3 年 Q4 のゼミで扱うテーマにつなげていきます。 

3 年 Q3 が終わる頃までには，研究の⽅向性を絞り込んだり，⽅向性を
変えたりして，3 年 Q4 のゼミのテーマを決定します A3→P4。ただ，上
記の「⼩さな問い」がそのまま研究テーマになるとは限りません。考える
ための材料が揃ったところで，教員と相談するのも良いでしょう。また，
この時点で，特に⽂献資料を使った研究をする場合には，研究の⽅法や⽤
いるべき資料などについても調べておくと良いと思います。 

『⽇本語⽂法⼤辞典』（明治
書院），『⽇本語学研究事典』
（明治書院），『⽇本語学キ
ーワード事典』（朝倉書店），
『⽇本語⼤事典』（朝倉書
店），『明解⾔語学辞典』（三
省堂），『明解⽅⾔学辞典』
(三省堂)など 

3 年生 Q4 

3 年生春休み 

4年生 Q1 

R4 研究を進めるための方法論を考えたり，予備調査をして

みたりする 

例：尾張⽅⾔あるいはどこかの⽅⾔の敬語に関する先⾏
研究を探す／「江⼾時代の⽅⾔」は何をみると調べら
れるのか調べ，少し調べる／⽅⾔のテンスに関する先
⾏研究を探す 

３年 Q4のゼミでは，3 年 Q3 のゼミで出てきた「⼩さな問い」に関係す
る先⾏研究を複数探し，それらをまとめて紹介をすることになります R4。 
【方言研究】 「尾張⽅⾔の敬語」や「⻘森⽅⾔のテンス」のように，⽅
⾔も現象も限定すると，先⾏研究は⾒つかりにくいものです。むしろ，先
⾏研究が概説書にしかないからこそ（＝⼤まかなことしか分かっていない
からこそ）研究の価値があります。対象とする具体的な⽅⾔と現象が⼤ま
かに決まったら「どこの⽅⾔」という限定は外して，現象⾯から先⾏研究
を探すと良いと思います。その過程で，実は対象とする⽅⾔の対象とする
現象が既に調べられていたということがわかる場合もあります。 
【文献研究】 まず「江⼾時代の⽅⾔の敬語」と⾔った時に，何を調べれ
ばそれが調べられるのかを先⾏研究を読み込んで把握することが⼤事で
す。この時に役⽴つのは『⽇本語学⼤辞典』などの辞典類やガイドブック
類，少し古めのシリーズ物の概説書です（講座国語史など）。時には⼗分
な先⾏研究がない時もありますが，その時は教員に相談しましょう。また，
調べる対象が⾒つかったら，予備的な調査を進めていく必要があります。
というのも，⾃分でもやれる作業か，調べても意味がありそうか（⽤例が
⼗分に集められるか），集めた⽤例から⾯⽩そうな結論が出てくるか，と
いった研究の⾒通しをつけていく必要があるからです。 
3 年の春休み〜4年 Q1 には，3 年 Q4 の成果を踏まえて先⾏研究をさら

に探し，テーマを絞り込み，修正します S4→A4。3 年⽣の春休みは，就
活などで忙しいかもしれませんが，時間を⾒つけて計画的に作業を進めま
しょう。特に，⽂献を使って研究する⼈は，期待する結果が得られるか，
⾒通しを得る必要があるので予備調査を進めましょう。⽅⾔調査をする⼈
も必要があれば，春休みに予備的な調査をしてください。ただし，⽅⾔調
査をするためには「倫理審査」を受ける必要がありますので，春休み中に
調査したいという⼈は，３年 Q4 の終わりまでには教えてください。 
4 年 Q1 は，春休みまでにやったことの報告と Q2 と夏休みの計画につ

いて発表します A4→P5。⽅⾔研究の場合は，調査の⽅針を決め，調査票
を完成させることを⽬指します。⽂献研究の場合は，調査と⽤例整理を進
めていきます。この段階で⼀通りの調査を終えられていると，期待した結
果が得られるか否かの⾒通しがつけやすく，安⼼です。 

＊先行研究の探し方＊ 

まずは，上記の概説書や辞
典類にあがっている論⽂や
⽂献に⽬を通しましょう。
概説書や辞典類に適切な論
⽂があがっていなければ，
CiNii などの論⽂検索サイ
トや OPAC などで検索して
探してみましょう。Web 上
で⾒られないものや南⼭の
図書館にないものは，レフ
ァレンスカウンターに相談
して取り寄せるなどしま
す。 

１つ参考にすべき⽂献が
⾒つかったら，その⽂献で
参照されている⽂献の中
で，より重要そうなものを
選び，読んでみましょう。あ
るいは，概説書・辞典類に上
がっているものから，最初
に選んだものとは別のもの
に⽬を通すなどしましょ
う。 

S4 研究テーマを見直す必要がないか，方向性を修正する必

要がないか検討する 

例：「尾張⽅⾔の敬語」は，実はもうやり尽くされていな
いか／「江⼾時代の⽅⾔」は⾃分でも調べられそうか
／⽅⾔の敬語やテンスを調べるのに参考になる先⾏
研究はあったか 

A4 

→P5 

さらに研究テーマを絞り込む・修正する 

例：「尾張⽅⾔の敬語」⾃体については詳しい研究がある
けど，存在表現やアスペクト接辞との関係が不明・・・
これだ！！／「江⼾時代の尾張⽅⾔の敬語」ならば⽤
例も集められそうだから，とりあえず進もう！！ 



4 年生 Q2 

4 年生夏休み 

 

R5 さらに先行研究を読み，本格的な調査をする 

例：尾張周辺⽅⾔の先⾏研究や他⽅⾔のアスペクトやテ
ンス，敬語に関する先⾏研究を読む／調査票を作り，
調査する／「江⼾時代の尾張⽅⾔の敬語」の⽤例を収
集し，整理する／古典語や現代語の敬語に関する先⾏
研究を読む 

4 年 Q2 には卒論のテーマを確定させ，Q2 から夏休みにかけて，本格的
な調査・研究を⾏います R5→S5。 
【方言研究】 調査票を⽤いて，調査を⾏います。調査票を作った段階で，
どのような形式が現れるか，どのような結果が得られるかを事前に予測
し，調査はその仮説を検証するような形で進められます。ただし，調査の
場では新しい発⾒がつきものです。臨機応変に新たに仮説を設定し，その
検証を⾏う必要もあります。また，ネガティブ・エヴィデンス（否定証拠）
や，微妙なニュアンスの違いについても，しっかりと記録しておくことで，
その後の分析が楽になります。 
【文献研究】 集めた⽤例から何が⾔えるか検討します。先⾏研究で既に
⾔われていることと同じことが確認できただけでは意味がありません。視
点を変えて，分析をしてみる必要があります。⽤例の分布の仕⽅や，数的
偏り，他の形式との張り合い関係など，先⾏研究を丹念に読み，⽤例を慎
重に検討しながら，何か「発⾒」がないか考えていきましょう（ここで，
⾏き詰まらないようにするためにも，4 年 Q1 までの「予備調査」が重要
になります）。 
夏休みが明けた頃には「結論」が⾒えるところまで来ているのが⽬標で

す A5→P6。そして，不⾜しているデータがないか，追加調査は必要では
ないか，論を組み⽴てていくのにさらにどのようなことを学ばなければい
けないか，ということを考えていくことになります。また，ここまでに取
り組んだことを出来るだけ⽂章の形にしていきましょう。 

＊調査協力者・調査資料＊ 

【方言研究】 調査協⼒者
は，親戚など⾝近な⼈にお
願いできなければ，公⺠館
などにお願いすることにな
りますが，先ずは平⼦に相
談してください。伝統的な
⽅⾔の調査をするならば，
出来るだけ⾼齢で，ご両親
（及びそのご両親）が地元
のご出⾝で，ご⾃⾝も地元
で⽣まれ，育った⽅にお願
いしましょう。 
【文献研究】 調査資料は
活字本が⼀般的ですが，時
には原本（の影印版）を調査
する必要が出てきます。調
査資料は可能な限り購⼊し
ましょう。影印版は，⾼価な
場合もありますので，必要
になりそうになったら，早
めに相談してください。 

S5 研究テーマを見直す必要性や方向性を修正する必要性

を検討する 

例：尾張⽅⾔の敬語接辞とアスペクト接辞の関係につい
て，今まで分からなかった事実が発⾒できそう／「江
⼾時代尾張⽅⾔の敬語」の中でも「アソバス」が多く，
それは会話⽂中にあるかどうかで使い分けられてい
そう。そこに絞ってまとめてみよう。 

A5 

→P6 

研究テーマや調査対象を変更・修正する 

例：テーマを少し絞って「尾張⽅⾔の敬語接辞とアスペ
クト接辞について：敬語接辞ヤース・ッセルとアスペ
クト接辞の関係を中⼼に」にしよう！／「江⼾時代尾
張⽅⾔の敬語について：「アソバス」の⽤法」でやって
みよう 

4 年生 Q3 

4 年生 Q4 

R6 P6 を進めるために，調査・研究を進める 

例：追加調査をする／⽤例をさらに収集し，整理し直す
／先⾏研究を⾒直す 

4 年 Q3 のゼミでは，夏休み中に進めた作業などについて報告してもら
った上で，そこまでの成果をまとめ，ゼミ⽣同⼠でアドバイスをし合いま
す。そして，追加調査やさらなる⽤例収集，分析結果の妥当性の検証，先
⾏研究の⾒直しなどの必要性について考えます。その後，必要に応じて，
再調査や⽤例の追加収集・再検討などを⾏うとともに，卒業論⽂の執筆を
進めます R6→A6。 
4 年 Q4 のゼミは，前半に卒業論⽂の完成に向けて，最後の中間報告会

と論⽂の読み合わせを⾏います。その後は最終発表会に向けて，ゼミ⽣全
員と教員とでプログラム作りなどの準備を⾏っていきます。 
最終発表会(1 月下旬の土曜日を予定)は，3 年⽣や⽇本⽂化学科の他の

ゼミや他学部も含めた⾔語学関係のゼミの学⽣と先⽣⽅にも参加してい
ただくオープンなものとします。発表会の後，盛⼤に打ち上げをします。 

 

 

S6 追加調査や用例の再収集，データの再分析をし，それで

十分か検討する 

例：さらなる追加調査は必要か／今あるデータだけで仮
説は検証できるか／⽤例が少なすぎないか／作業は
期限までに終わるか 

A6 テーマや調査対象を微修正（以降は，P5か P6 に戻って，

完成まで繰り返す） 

 


