
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018大学院試験相談会 
 

 

 

 

 

 

  大学院に進学したい！あるいは大学院試験に出願した！ 

   

  でも、何をどんなふうに勉強したらいいかわからなくなっている… 

   

  試験までどんな勉強をしたらいいの？ 

   

  試験や面接ではどんなことが聞かれるの？ 

   

  大学院進学を決めた悩める方々に、るくすの LS が自らの経験談をおくります！ 

 

作成日：2018年 7月 26日 

大阪大学 外国学図書館 ｜ 箕面キャンパス ｜ 

ラーニングコモンズ るくす｜ LSチーム  

番外編～２０１８ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池 泰平（月曜日 11-14 時） 

①言語文化研究科/言語社会専攻/アジア・アフリカ言語文化コース/博士後期課程 1 年 

②外国語学部ビルマ語専攻、言語文化研究科言語社会専攻アジア・アフリカ言語文化コース 

③ビルマ現代政治史 

④研究計画書の書き方 

⑤1.進学希望先の先生に事前相談をする。2.語学試験の対策として、自分の専門分野について外国語で書か

れた研究書を一冊読み込む。3.大学院生の生活や、研究については身近な先輩に聞く。 

⑥自分が好きなことを、好きなときに研究する生活は最高です。「どうしてその研究をしているの？」と訊

かれたときに、ただ興味があるからというのではなく（もちろんパッションは一番大切ですよ）、問題性や

意義などを簡潔に答えられるようにしておくことをお勧めします。院試の面接に限らず、この質問は本当に

よく受けるのですが、自分自身いまだ答えに苦労しています。自分の興味や考えを、簡潔かつ説得力を持っ

て相手に伝えるのって、意外に難しい……。 

⑦ 

 

世界各国史 5 東南アジア史Ⅰ大陸部 / 石井米雄, 桜井由躬雄編 

外国図 3階開架 209/75/5 登録番号 90004804010 

 

世界各国史 6 東南アジア史Ⅱ島嶼部 / 池端雪浦編  

外国図 3階開架 209/75/6 登録番号 90004804028 

 

東南アジアを知る事典 / 桃木至朗 [ほか] 編集 

外国図 1階参考図書 302.23/43 登録番号 15100063526 

 

 

汪聞君（月曜日 15-17 時） 

①言語文化研究科/日本語・日本文化専攻専修コース/博士前期課程 2 年 

②四川大学外国語学部 日本語専攻 

③日本語学・統語論 日中対照言語学 

④研究計画書の作成方法、研究テーマの探し方、研究方法についてのご紹介など 

⑤読書はあくまでも自ら積極的に洗脳される行為であり、そこから問題点を見つけるのが大事なことでしょ

                   項目の見方 

①現在の所属 ②出身学部、修士課程/博士前期課程（現在博士後期課程在学 LS のみ） 

③専門分野 ④相談可能・歓迎分野 ⑤受験生への試験対策のアドバイス 

⑥大学院生活について・大学院進学を考えている人へのアドバイスなど 

⑦進学準備におすすめの資料 

このリーフレットでは、大学院進学を決意した、あるいは現在大学院試験の準備をしている、

という方に、試験に向けてどのような勉強をしたか、実際の試験はどのようなものだったか、

大学院生のるくす LS 自身の経験をお伝えするものです。あくまでも個人的な体験談ですが、

みなさんの進学準備のお役にたてれば幸いです。 



う。先生から何か教えてくれると思うより、まず自分から問題をみつけましょう。具体的には、最初に進学

希望先の先生のゼミに参加したらどうでしょうか。 

⑥大学院は自分が好きなことを研究できるからこそ、楽しいと思っています。つらい時ももちろんあります

し、そのときの友達や先生からの一言だけでも宝物になります。一個一個の高い壁を越えたとき、今度はそ

の壁があなたを守る壁となります。 

⑦

 

ケーススタディ日本文法 / 寺村秀夫（ほか）編 

外国図 2階開架 815/286 登録番号 90002956234 

岩波講座日本語 / 大野晋, 柴田武編（全 12巻） 

外国図２階開架 810.8/11/1 登録番号 90001836767 

 

 

千々岩 宏晃（火曜日 13-16 時） 

①言語文化研究科/日本語日本文化専攻/博士後期課程 5 年(課程 2 年) 

②大阪大学外国語学部 国際文化学科日本語専攻(ビルマ語) 

 大阪大学大学院言語文化研究科 日本語日本文化専攻博士前期課程 

③日本語教育,会話分析 

④専門のことに加え, 文字起こし, ライティング, レポートの読者, 研究計画等についての相談も受け

付けています. それ以外も挑戦してみてください. 

⑤自らの研究方法が立脚する思想みたいなものを,できるだけ理解するように努めることかと思います.利点

と欠点を考え,その利点と欠点が研究方法が寄ってたつ思想のどこに立脚するものなのかを考えることでは

ないかと思います.研究計画の段階でも役に立つと思われます. 

⑥自分のアイデアへの批判と自分個人への非難を区別すること , 人生を他人と比較しないこと, 1 年

150 万円(うち 20 万円が年金,50 万円が学費)で生きていけるようになること,の 3 つができるようになれ

ば無敵だと思います. 

⑦ 

 

モレスキン : 人生を入れる 61の使い方 / 堀正岳, 中牟田洋子, 高谷宏記著 

総合図 A棟 3/4階 学習用図書 002.7/HOR 登録番号 10301696802 

トップクリエイター26人のアイデアノート / ブレーン編集部編 

総合図 A棟 3/4階 学習用図書 141.5/BUR 登録番号 10301959150  

学のデザイン : 日本語教育 / 神吉宇一編著 ; 名嶋義直 [ほか] 著 

外国図２階開架 810.7/738 登録番号 16200522700 

教師教育学 : 理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ / F・コルトハーヘン編著 ; 今泉友里, 鈴木悠太, 

山辺恵理子訳 

生命図 3F南 開架図書 373.7/KOR 登録番号 14100321521 



ことばから文化へ : 文化がことばの中で息を潜めている / 安井泉著 

外国図 2階開架 808/49/18  登録番号 15100178274 

心の概念 / ギルバート・ライル [著] ; 坂本百大, 宮下治子, 服部裕幸共訳 

外国図 3階開架 133.5/67  登録番号 90003064632  

 

方法としてのフィールドノート : 現地取材から物語 (ストーリー) 作成まで / R.M.エマーソン, R.I.フレッツ, L.L.ショウ

著 ; 佐藤郁哉, 好井裕明, 山田富秋訳 

外国図 3階開架 380.7/1  登録番号 90004699717 

 

 

近藤 佑樹 （水曜日 11-14 時） 

①言語文化研究科 言語社会専攻 

②外国語学部英語専攻/言語文化研究科言語社会専攻 

③現代アメリカ文学・文化 

④院試対策、キャンパスライフ、進路相談 分野：文学研究、文化研究、英文読解 

⑤不安でこのるくぱすを手にとってらっしゃる方は既に準備が早い方だと思います。一旦落ち着いて下さい。

院試では、あまり専門的に勉強が出来ていなかったことと今まで勉強してきたこととを濃縮した形で発揮す

ることが求められます。当然かもしれませんが、事前から予習と復習をこつこつと進めることに尽きると思

います。 

⑥学部時代と同じキャンパスで研究することになるかもしれませんが、見える景色は少し変わっているはず

です。より明確な目的をもって研究生活を送ることにやりがいを覚えるだろうと考える方には進学が向いて

いると思います。 

⑦ 

 

最新 文学批評用語辞典 / 川口 喬一，岡本 靖正編著  

外国図 1階参考図書  903/182 登録番号 90004608262 

 

新版アメリカ文学史―コロニアルからポストコロニアルまで / 別府恵子，渡辺和子編著 

外国図 3階開架  930.29/281登録番号 90003188308 

 

大学教授のように小説を読む方法 / トーマス・C・フォスター著，矢倉尚子訳 

外国図 3階開架  930.4/119 登録番号 15100164068  

 

 

陳冬姝（水曜日 14-16 時） 

①言語文化研究科 日本語・日本文化専攻 博士後期課程 2 年 

②四川大学外国語学部 日本語専攻 

 大阪大学大学院言語文化研究科 日本語・日本文化専攻修士 

③日本語と中国語の対照研究（受身文の機能研究） 

④研究計画の作成，面接のテクニック，留学生としての大学院生活について 



⑤留学生として日本の大学院に進学する場合、「研究計画書」の提出が必須条件になります。そのため、ど

うやって研究計画書を具体的で且つ分かりやすく書くかをきちんと調べておいたほうが良いと思います。ま

た、事前に進学希望先の先生との連絡や先輩たちとのコンタクトを取ることも合格にかかわる重要なポイン

トですよ。 

⑥大学院の生活は孤独です。というのは、学部のように団体で一緒に何かをやることが少なく、誰も頼らず

に自分で考えたり、決めたりして、自分で責任を取ることが基本だからです（大人になったらみんな同じか

もしれません）。心を強くする場として考えればよいと思います。一方、自分でいくら考えても研究が進ま

ず悩む時もあります。その時はまず何かをやってみてください。やらなければどんな結果がついてくるかは

分かりませんから。私たちは誰でも平凡で、未来を予測する事ができません。しかし、今現在やっているこ

とはいつか未来を決めることになるかもしれません。私はそう信じて、大学院生活をしんどいと感じながら

楽しく過ごしています。 

⑦ 

新・はじめての日本語教育 基本用語事典 / 高見澤孟 [ほか] 共著 

外国図 2階開架 810.7/195/新 登録番号 90005482642  

新しい日本語学入門 : ことばのしくみを考える / 庵功雄著  

外国図 2階開架 810.1/126 登録番号 16200489728 

入門語用論研究 : 理論と応用 / 小泉保編  

外国図 2階開架 801.06/138 登録番号 90005033916  

現代意味論入門 / 吉本啓, 中村裕昭著  

総合図書庫 801.2/YOS  登録番号 10502791527  

認知言語学入門 / 籾山洋介著  

外国図 2階開架 801/1710 登録番号 16200398440 

形態論と意味 / 影山太郎著  

外国図 2階開架 830.7/322/2  登録番号 90004723996 

 

 

木下 実紀（木曜日 10-13 時） 

①言語文化研究科 言語社会専攻 アジア・アフリカ言語文化コース 博士前期課程２年 

②外国語学部ペルシア語専攻 

③イラン近代文学 

④院試対策、研究計画書の作成、大学院での生活など 

⑤言語社会専攻の院試には語学と専門科目、そして面接があります。語学は専攻語での出題が基本だと思う

ので、今までの積み重ねが重要になります。過去問（Ａ棟の教務係で閲覧・コピー可能）を解いて今の実力

を知る事はもちろん、今まで触れた文章や、単語をもう一度見直すことも必要です。専門科目は、入試論文

とも関わってくるので、自分の研究のビジョンを明らかにし、基礎的な知識を蓄えましょう。面接の際にも

これらは活きるかと思います。また他大学からの受験を検討されている方は、専攻語の先生とコンタクトを



取ることをお勧めします。 

⑥大学院は、自分の興味関心をいくらでも掘り下げられる場所なので、とても楽しいです。自分の研究が思

うように進まない時ももちろんありますが、学ぶことの充実感には代えられないでしょう。また文系の大学

院生は少ないですが、志が高い人が多いので、友人と勉強会を開くなど切磋琢磨しあうことが可能です。そ

して交流の場は大学内だけではありません。積極的に様々な研究会に足を運ぶことで、先行研究で知ってい

た「あの先生」や、同じ興味関心や研究分野を持った同世代の人と出会い、大いに刺激を受けることが出来

ます。 

⑦ 

ペルシア文芸思潮 / 黒柳恒男[著] 

外国図書庫 929.9/238 登録番号 90001918250   

オリエンタリズム/E.W.サイード[著] ; 今沢紀子訳 

外国図 3階小型本 081/147/11-[上]  登録番号 90003873073 

文化と帝国主義 / エドワード・W・サイード [著] ; 大橋洋一訳 

外国図 3階開架 902.09/90/1  登録番号 90004656568   

イラン現代史 / 加賀谷寛[著] 

外国図 3階開架 226.3/85  登録番号 90001850446  

イラン、背反する民の歴史 / ハミッド・ダバシ[著] ; 田村美佐子, 青柳伸子訳 

外国図 3階開架 226.3/227  登録番号 15100039500   

 

 

阿路思（木曜日 13-16 時） 

①国際公共政策研究科 

②北京外国語大学・日本語学部 

 大阪大学言語文化研究科/言語社会専攻 

 大阪大学国際公共政策研究科/国際公共政策専攻 

③歴史研究 平和研究 

④研究計画書作成、課題論文作成への助言、海外留学生向け入試書類の準備など 

⑤自分の問題意識をはっきりし、それに関連する先行研究のことをある程度把握することが重要である。可

能であれば、事前に指導していただきたい先生のゼミに参加したらどうでしょう。もしそれが困難であれば、

指導教官の研究を押さえておいたほうが良いでしょう。 

⑥毎日「院生っぽい」生活を送っています。博士後期に入ってから、授業は少ないけれども、前期より忙し

くなった気がします。正直に言えば、「これまで指摘されてこなかった」ことを打ち出すには、専門領域内

の基礎勉強もしなければならないし、自らの研究テーマに関する膨大な研究、さらに、自分のテーマと直接

的関係のない分野の研究も必要に応じて踏まえなければなりません。「学部時代一層頑張って教養をもっと

つけておけばよかったのに」という後悔も時々あります。したがって、大学院の生活は自分に向いているか

どうかをきちんと考えて欲しいです。こころの準備ができた後、学部時代出来る限り広く教養を身に付け、

自分の問題意識を持つようになれば良いと思います。 



⑦ 

市民のための世界史/ 大阪大学出版会 

外国図 3階開架 209/505  登録番号 15100340759   

東アジア国際政治史/ 川島真、服部龍二編 

外国図 3階開架  319.2/142 登録番号 90005644308   

中国の近現代史をどう見るか/ 西村成雄著 

総合図 A棟 3階 文庫・新書 089/IS/R1254  登録番号 10302190524  

平和を考えるための 100冊＋α/日本平和学会編 

総合図 A棟 3/4階 学習用図書 319.8/NIH  登録番号 10301927587   

  

 

高見 要（金曜日 11-14 時） 

①言語文化研究科／言語社会専攻／アジア・アフリカ言語文化コース／博士前期課程２年 

②外国語学部アラビア語専攻 

③イスラーム地域における屠畜・肉食文化研究 

④研究計画書の作成方法、大学院進学までにやっておくべきこと 

⑤もちろん過去問のチェックはしておきましょう。高校で、大学でしっかり勉強してきたみなさんなら、問

題を見れば、それを解けるようになるために必要なことは自ずと分かるはずです。しかし、それよりも重要

なことは自分の研究したい内容を明確にすること、希望進学先の先生とよく話し合うことだと思います。こ

れまでみなさんが受験してきた「入試」と違い、大学院入試は点数・序列づけのためのテストではなく、大

学院に入って研究をし論文を書く準備が出来ているかを試すための試験だと感じています。ペーパーテスト

対策に終始せず、２年後（以降）の修士論文を見据えた勉強を心がけてください。 

⑥大学院生は勉強しています。本を読んでいます。先行研究を探しています。世界中の誰も知らないことを、

明らかにしようとしています。そのための準備をしています。これほど楽しいことがあるでしょうか。私は

仕事を辞めて、ワーホリで貯蓄を全て使い果たし、28 歳から博士前期課程に入りました。就職がない？将

来が不安？お金が心配？知ったこっちゃありません。もっと勉強したいなら、世界のことを少しでも知りた

いなら、あなたの居場所は大学院にしかないはずです。 

⑦ 

イスラーム研究ハンドブック / 三浦徹, 東長靖, 黒木英充編 

外国図 3階開架 167.08/5/別冊 登録番号 90004138716 

イスラーム世界研究マニュアル / 小杉泰, 林佳世子, 東長靖編  

外国図 1階参考図書 228/285 登録番号 15100086550 禁帯出 

文化人類学の方法と歴史 / 原尻英樹著 

外国図 3階開架 389/391 登録番号 15100085339 



文化人類学キーワード / 山下晋司, 船曳建夫編  

外国図 3階開架 389/330 登録番号 90004461431 

→改訂版 人図、総合図 A棟 3/4階 学習用図書 389/YAM 

 

 

Hofer Fabienne（金曜日 14-17 時） 

①言語文化研究科 言語社会専攻（中国語） 博士後期課程２年 

②スイスジュネーブ大学 中国学部・日本学部修士課程 

③19 世紀後半においてドイツ帝国から見た台湾原住民 

④台湾近代史②洋語に関する質問（英・独・仏） 

⑤1,進学希望先の先生を決める。2,進学希望先の先生が書いた著書を一、二冊読む。3,自分の研究テーマに

関する先行研究を読む。4,研究計画を書く（自分の研究の意義をはっきりする）。5,専攻である言語能力を

磨く（その言語で書いてある先行研究を読む）。 

⑥1,自分が大好きなテーマ（パッション）を見つけることは大切である。2,自分の研究分野に関する先行研

究をたくさん読む。3,研究分野に関連する学会に参加し、他の研究者の発表を聞く。4,先輩や後輩と研究に

ついて相談する。 

⑦ 

 

Taiwan: a new history / Rubinstein, Murray （阪大には所蔵されていない） 

 

文化と帝国主義 / エドワード・W・サイード [著] ; 大橋洋一訳 
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族群 : 現代台湾のエスニック・イマジネーション/ 王甫昌[著] ; 松葉隼, 洪郁如訳 
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