
　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績          　　総数（7）件

・平成 19・20・21 年度科学研究費・基盤研究（C）

補助金交付を受けた研究「言語行動としての広義引

用表現の研究」（高崎みどり研究代表）について、デ

ー タ 精 緻 化、 分 析 を と り ま と め、2010 年 3 月 に

報告書を提出、出版し、各機関・大学に送付した。

&0d0a;・いくつかの文学作品について、文章・談話

分析の観点から研究を継続した。&0d0a;・新常用漢

字表公布に伴い、編集委員として『現代新国語辞典』

（三省堂）第 4 版の編集作業を行った。

I reported our study “The expression of variety 

of the quotations in the Japanese conversation”

.&0d0a;This study was supported the Grant-

in-Aid for Scient if ic Research for JFY 2007 

,2008 and 2009.&0d0a;I served as the Principal 

Investigation.&0d0a;&0d0a;.I continued the study of 

the literary works from the view poin of text analysis 

and discourse analysis.&0d0a;.I joined the editing 

work of a Japanese dictionary “Gendai Shin-kokugo 

Jiten “.&0d0a;This dictionary deals with the new Joyo 

Kanji table. 

・〔論文〕「随筆にみる新語の実態ー国語辞典の立項状況を手がかりに」『日本語学』11 月臨時増刊号
・〔論文〕「自然談話資料における引用表現の実態と分析」お茶の水女子大学『人文科学研究』第 6 巻
・〔論文〕” The Description of Otohime in Modern Literature” (English)『大学院教育改革支援プログラ
ム　日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成　2009 年度活動報告書』
・〔論文〕「テクスト・談話における引用表現」『大学院教育改革支援プログラム　日本文化研究の国際
的情報伝達スキルの育成　2009 年度活動報告書』
・〔科研報告書〕『平成 19・20・21 年度科学研究費・基盤研究（C）報告書　言語行動としての引用表
現の研究』（高崎みどり研究代表）　印刷：流通経済大学出版会

日本語文章論／日本語会話分析／日本語の文章・文体／ことばとジェンダー

Text analysis ／ Conversational analysis ／ Discourse and style ／ Japanese language and gender
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　◆研究計画

平成２２／２３／２４年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）による研究「古典文学における文章・談話分析」（高

崎みどり研究代表）をすすめていく。

また、文体とジェンダーの関係について引き続き研究を行いたい。

〔Study Plan〕

I will study “The discourse and text analysis of 

Japanese classic works” under the support of Grant-

in-Aid for Scientific Research for JFY 2010 ,2011 

and 2012 as the Principal Investigator.

〔学部教育〕日本語構造論概論、日本語構造論特殊講

義日本語構造論演習、日本語学基礎演習、Ｌ A 日本

語論の授業を行った。また、日本語学をテーマとす

る卒業論文作成の指導を９名の学生に対して行った。

〔大学院教育〕

日本語表現分析論および演習を修士課程および博士

課程の学生に対して行った。日本語学をテーマとす

る修士論文作成の指導を２名の学生に対して行った。

日本語学をテーマとする博士論文準備ゼミを３名の

学生に対して行った。

〔その他〕

・比較日本学教育研究センター主催のコンソーシアム

（12/15-17）を院生とともに準備、発表、討議など

に参加した。

・北京日本学研究センターとの共同ゼミに院生 3 人と

ともに参加（10/15-18）。

・博士論文（日本語学）の主査をつとめた。

・桜蔭会招聘アジア女性研究者として華南師範大学教

授楊金萍氏を招聘した（1 年間）

・博士論文審査委員会副査 3 回、博士後期課程主指導

5 名、副指導 4 名

・I set up the 6th consortium with graduate students 

under the support of Center for Comparative Japanes 

studies(12/15-17).

・I participated in the joint seminar at Beijing 

Center for japanese Studies(10/15-18). I presented 

the study of “The quotation in the conversation” .

・I served as aprincipal reviewer of a ph.D,” Japanese 

Linguistics” .

・I invited proffesor Yan Zin-Pin as a guest 

proffesor,from China.  Dr.Yan is the proffesor of

South China Normal Univesity.

・I served as a member of three thesis evaluation

committee. 

・I supervised nine graduate students,five as a main 

superviser,four as asub superviser.

現代日本語について、日常会話から文学のことばまで、広く研究しています。日本語についてもっと知りたい

と思うかた、ことばに興味のある方、是非一緒に勉強しましょう。
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