言語学
注意：外国人受験者（日本の高校を卒業した者を除く）に限り，英語で解答することも可能です。
（１）「オレンジをしぼる」と「ジュースをしぼる」に例示される「しぼる」の二つの用法がど
のように関係しているかを説明し，同じような複数の用法をもつ日本語の動詞の例も挙げながら，
それらの動詞の意味と文法的な特性の関係について自分の考えを述べなさい。
（２）以下の設問（ａ）（ｂ）に答えなさい。
（ａ）側面音に分類される子音の中から３つを選んで，それぞれの音を IPA（国際音声記号）で
表記した後，それぞれの調音を簡潔に説明しなさい。
（ｂ）基本母音（第一次基本母音と第二次基本母音の両方）18 個について，それぞれの音を IPA
（国際音声記号）で表記した後，舌の上下の位置，舌の前後の位置，唇の丸めの有無についてそ
れぞれの調音を簡潔に説明しなさい。

（３）以下に例を挙げる言語は，基底形とその実現形式が大きく異なることで知られている。例
をもとに，下の設問に答えなさい。なお y はわたり音 [j] を示す。
基底形

実現形式

意味

1. /t-n-ep-kɨn/

tɨnɛ́bgən

‘you (sg.) will eat it’

2. /r-ɨm-ɨgn/

rɨmə́ŋən

‘he was afraid’

3. /apkeen/

abgén

‘to be jealous’

4. /eswaas/

eswɑ́s

‘small’

5. /neluiagiag/

nɛ̀luyɑ́ŋyɑŋ

‘twig’

6. /kamatoa/

kɑ̀mɑdóɑ

‘kind of taro’

7. /i-ak-ai-lfa/

yɑ̀gaylɨ́fɑ

‘we are lazy’

8. /i-ak-kɨn/

yɑgə́gən

‘I eat it’

9. /t-r-rai/

tɨrɨ́rɑy

‘he will write’

10. /n-ɨm-am-ar-olkeikei/

nɨ̀mɑmɑ̀řɔlgɛ́ygɛy ‘you (pl.) were liking it’

11. /t-n-ak-am-ar-olkeikei/

tɨǹ ɑgɑ̀mɑřɔlgɛ́ygɛy ‘you (pl.) will be liking it’

12. /n-ɨm-ar-aklha-ín/

nɨ̀mɑřɑ̀gl̥ eɪń

‘you (pl.) stole it’

13. /n-ɨm-am-ar-aklha-ín/

nɨ̀mɑmɑřɑ̀gl̥ eɪ́n

‘you (pl.) were stealing it’

14. /n-ak-am-kɨn/

nɑgɑ́mgən

‘you (sg.) are eating it’

15. /n-ɨm-kɨn/

nɨ́mgən

‘you (sg.) ate it’

16. /r-am-kɨn nam/

řɑmgə́nɑm

‘he is eating fish’

17. /t-r-ep-mig/

tɨr̀ ɛbɛ́miŋ

‘he will stay away’

18. /r-ak-mɨs/

rɑgɑ́mɨs

‘he is sick’

19. /r-n-mɨr/

rɨnɨ́mər

‘it has dried’

20. /r-am-alfa/

rɑmɑ́lfɑ

‘he is lazy’

21. /nɨmr-n/

nɨ́mrɨn

‘his eye’

（ａ）この言語の形態素の配列について，観察される傾向を記しなさい（すべての形態素を同定
する必要はありません）。
（ｂ）この言語の基底形からその実現形式への音韻規則のうち，５つ以上を例とともに挙げなさ
い。
（ｃ）この言語の強勢は，どのような規則によって決まっているか，第一強勢と第二強勢に分け
て論じなさい。

（４）世界の数多くの言語で，指示対象が限定されるかどうかを定冠詞によって表す。たとえば
英語では a book に対して the book, a red house に対して the red house, a son of a man に対して
the son of the man といった，定冠詞を用いた形式が存在する。言語 A，B，C，D から，定冠詞の
ついた名詞句の例を下に挙げた。これらを見て，下の設問に答えなさい（音素表記ではなく正書
法によって表記している）。
言語 A
kitaːb-u-n {本-主格-非限定}「本」

’al-kitaːb-u {定冠詞-本-主格} 「かの本」

baːb-u jaːmi‘at-i-n {門-主格 大学-属格-非限定}「大学の門」
baːb-u ’l-jaːmi‘at-i {門-主格 定冠詞-大学-属格}「かの大学の門」
mu‘allim-u-n mumtaːz-u-n {教師-主格-非限定 卓越した-主格-非限定}「卓越した教師」
’al-mu‘allim-u ’al-mumtaːz-u {定冠詞-教師-主格 定冠詞-卓越した-主格}「かの卓越した教師」
bayt-u ṭaːlib-i ’l-jaːmi‘at-i {家-主格 学生-属格 定冠詞-大学-属格}「かの大学生の家」
言語 B
kniga {本}「本」

kniga-ta {本-定冠詞}「かの本」

kniga-ta mi {本-定冠詞 私の}「私の本」
leglo-to na ivan {寝台-定冠詞 の 人名}「イワンの寝台」
spyašča žena {眠っている 女}「寝ている女」
spyašča-ta žena {眠っている-定冠詞 女}「かの寝ている女」
novo-to učilišče {新しい-定冠詞 学校}「かの新しい学校」

言語 C
aneːr {男.主格単数}「男」

ho aneːr {定冠詞.主格単数 男.主格単数}「かの男」

ho kyːrou stolos {定冠詞.主格単数 人名.属格 遠征.主格単数} 「キュロスの遠征」
aneːr sophos {男.主格単数 賢い.主格単数}，または sophos aneːr {賢い.主格単数 男.主格単数}「賢
い男」
ho sophos aneːr {定冠詞.主格単数 賢い.主格単数 男.主格単数}, または ho aneːr ho sophos {定冠詞.
主格単数 男.主格単数 定冠詞.主格単数 賢い.主格単数}, または aneːr ho sophos {男.主格単数 定
冠詞.主格単数 賢い.主格単数}「かの賢い男」
ho aneːr sophos {定冠詞.主格単数 男.主格単数 賢い.主格単数}または sophos ho aneːr {賢い.主格単
数 定冠詞.主格単数 男.主格単数}「かの男は賢い」
言語 D
fer {男.主格単数}「男」

in fer {定冠詞.主格単数 男.主格単数} 「かの男」

macc fir {息子.主格単数 男.属格単数}「男の息子」
macc ind fir {息子.主格単数 定冠詞.属格単数 男.属格単数}「かの男の息子」
inna crann arda {定冠詞.主格複数 木.主格複数 高い.主格複数} 「かの高い木」
inis inna nnóeb {島.主格単数 定冠詞.属格複数 聖者.属格複数} 「かの聖者たちの島」
（ａ）言語 A，B，C，D において，定冠詞の使用または不使用にどのような違いが見られるか
を述べよ。
（ｂ）（ａ）の観察をもとに，言語 A，B，C，D にどのような統語上の違いがあるかを論ぜよ。

（５）以下の言語学用語を，例を挙げつつ簡潔に説明しなさい。
（ａ）

ガーデンパス文 (garden-path sentence)

（ｂ）

青年文法学派における規則性仮説 (Neogrammarians’ Regularity Hypothesis)

（ｃ）

句 (phrase)

（ｄ）

共感度 (empathy)

（ｅ）

照応 (anaphora)

【以上】

