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授業の目的 

Course 

Descriptions & 

Objectives 

日本語における言語変異について観察し、さらに考察する力を養う。まず、

最も大きな異なりを持つ方言を中心に、日本語の言語変異の概観、言語変異

研究の方法の概観を行なうことで、日本語にどのようなバリエーションがあ

るのかを確認する。さらに、方言がどのように生成されるのか、現代共通語

の基礎となっている江戸から明治期にかけての江戸・東京語がどのような姿

であったか、などを先行研究や具体的なデータの分析を通じて考えていく。 

This course aims to foster your skills to observe and consider Japanese 

language variation and change. First, by overviewing Japanese language 

variation with a focus on regional dialects and the relevant research 

methodology, we will confirm that there are many dialectal variants of 

Japanese. We will, furthermore, consider the following issues by 

reviewing some previous studies and analyzing some attested data: how 

regional dialects are produced, what are the characteristics of the Edo 

and Tokyo dialects (dating from the Edo period to the Meiji period), which 

constitute the basis of the contemporary Japanese, etc.   

サブタイトル 

Subtitle 

 

 

授業の計画 

第 1回 方言とは何か、方言研究法   

第 2 回 沖縄方言概説 



Lecture  Topics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 回 本土方言概説（音声）   

第 4 回 本土方言概説（アクセント） 

第 5 回 本土方言概説（文法）   

第 6 回 言語地理学概説 

第 7 回 日本の言語地図 

第 8 回 方言区画 

第 9 回 文献に現れる方言１   

第 10回 文献に現れる方言２ 

第 11回 社会言語学的研究１   

第 12回 社会言語学的研究２ 

第 13回  先行研究文献講読（記述的研究１） 

第 14回 先行研究文献講読（記述的研究２） 

第 15回 先行研究文献講読（記述的研究３） 

第 16回 先行研究文献講読（方言地理学的研究１） 

第 17回 先行研究文献講読（方言地理学的研究２） 

第 18回 先行研究文献講読（方言区画論１） 

第 19回 先行研究文献講読（方言区画論２） 

第 20回 先行研究文献講読（社会言語学的研究１） 

第 21回 先行研究文献講読（社会言語学的研究２） 

第 22回 先行研究文献講読（社会言語学的研究３） 

第 23回 先行研究文献講読（江戸語・東京語１） 

第 24回 先行研究文献講読（江戸語・東京語２） 

第 25回 先行研究文献講読（江戸語・東京語３） 

第 26回 先行研究文献講読（江戸語・東京語４） 



第 27回 明治期東京語資料分析１ 

第 28回 明治期東京語資料分析２ 

第 29回 明治期東京語資料分析３ 

第 30回 明治期東京語資料分析４ 

  

 

テキスト  

Textbooks 

番号 書籍名 Title 著者 Writer 出版社

Publisher 

出版年 Published 

the year 

ISBN 

      

 

参考書  

Reference  Books 

番号 書籍名 Title 著者 Writer 出版社 

Publisher 

出版年  

Published the 

year 

ISBN 

１ 講座方言学 日野資純・飯

豊毅一・佐藤

亮一 編 

国書刊行

会 

1982～1986  

２ 江戸語東京語の研究 松村明 東京堂 1998 4490203608 

３ 東京語のゆくえ 国学院大学日

本文化研究所 

東京堂 1996 4490202881 

成績評価の方法

Grading 

レポーターとしての発表、学期末に提出するレポート等を総合的に評価する。 

その他 

Additional 

Comments 

 

参考 URL 

Reference 

番号 表示名 Site name URL 説明 notes 

    

注意事項 

Instructions to 

Students 

 

 


