平成29年度

大学院人文科学府修士課程第2期入学試験問題
（言

語

学）

１枚目の解答用紙に問１の解答を書き、２枚目の解答用紙に問２か問３のいずれかを選択して解
答を書くこと。

問１．（必修問題）
次のデータは、ある言語の名詞の単独形と、助詞が付いた形である（概ね日本語の「を」と「の」に
相当）。これを見て、下の問いに答えなさい。なお、母音 [ɘ] は「半狭、中舌、非円唇」の母音であ
るが、もっと狭く[ɨ]と発音されることもある。
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［問１－１］
この言語に母音はいくつあるか。また、名詞の語末の母音の有無に着目すると、それらの母音
はどういうグループに分けられるか。
［問１－２］
単独形で [n] 終わりの場合、基底形（話者の頭の中の辞書に登録されている形）も /n/ 終わり
としてよいか、論じなさい。
［問１－３］
上記以外にも、いくつかの音韻現象が見られる。１つ選んで記述しなさい。
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問２．（選択問題）
以下は，オーストラリアで話されている Pitjantjatjara 語の文と，その英語訳のセットである。(sg)
は単数，(two)および(2)は双数，(pl)は複数を表す。このデータをもとに，以下の問いに答えなさ
い。

1. Malu ngalyapitjangu.
21. Watingku palunya kulinu.
The kangaroo came.
The man heard him/her.
2. Untalpa pakanu.
22. Watingku Ampinnga yaltingu.
The daughter got up.
The man called Ampin.
3. Ngali ngalyapitjangu.
23. Ampinnga pakanu.
We (two) came.
Ampin got up.
4. Nyuntu pakanu.
24. Paluru mapitangu.
You (sg) got up.
She/he went away.
5. Ampintu malu nyangu.
25. Nganana nyinakatingu.
Ampin saw the kangaroo.
We (pl) sat down.
6. Nyuntu untalpa kulinu.
26. Nganana untalpa yaltingu.
You (sg) heard the daughter.
We (pl) called the daughter.
7. Malungku nyuntunya nyangu.
27. Ngali untalpa tjapinu.
The kangaroo saw you (sg).
We (2) asked the daughter.
8. Untaltu ngalinya kulinu.
28. Watingku nganananya wananu.
The daughter heard us (two).
The man followed us (pl).
著作権保護のため、このWeb
公開版ではデータセットを
29. Ampintu ngalinya yaltingu.
9. Ngali malu
nyangu.
We (two) saw the kangaroo.
Ampin called us (2).
削除した。
10. Untaltu malu kulinu.
30. Nyura tjitji kulinu.
You (pl) heard the child.
The daughter heard the kangaroo.
31. Pililu nyuranya nyangu.
11. Tjitji ngurangka nyinangu.
Pili saw you (pl).
The child sat in camp.
32. Tjana tjitji makatingu.
12. Watingku malu wakanu.
They (pl) took the child away.
The man speared the kangaroo.
33. Tjitjingku tjananya pirinu.
13. Malungku wati pirinu.
The child scratched them (pl).
The kangaroo scratched the man.
34. Tjana tjitjingka nyinangu.
14. Pililu ngayunya nyangu.
They (pl) sat on the child.
Pili saw me.
35. Ngayulu Pilinya nyangu.
15. Ngayulu minyma wananu.
I saw Pili.
I followed the woman.
36. Tjana pakanu.
16. Ngayulu mirpanaringu.
They got up.
I became angry.
37. Pilinya mirpanaringu.
17. Nyuntu ngayunya nyangu.
Pili got angry.
You saw me.
38. Nyura pakanu.
18. Minymangku nyuntunya nyangu.
The woman saw you.
39.
19. Minyma mapitjangu.
The child sat on the man.
The woman went away.
20. Paluru wati wananu.
She/he followed the man.
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［問２－１］
データに基づき，人称代名詞とそれ以外の名詞（語彙名詞）に分けて，表の形式で，他動詞主
語(A)の形，自動詞主語(S)の形，他動詞目的語(P)の形をまとめなさい。表は，以下の表 1，2 を参
考にして解答用紙に作成すること。なお，語彙名詞に関しては，場所格(Loc)の形もデータから判
明するので，それについても記入すること。
なお，ほとんどの格形はデータから確認できるが，いくつかはデータには存在しない。しかし， ほ
かのデータから予測される格形を補って記入すること。
表 1. 代名詞の格形
1sg
A
S
P
表 2. 語彙名詞の格形
Ampin
A
S
P
Loc

1du

1pl

2sg

2pl

Pili

man

woman

child

3sg

3pl

kangaroo

［問２－２］
表に記入した人称代名詞と語彙名詞それぞれに対して，形態素分析できるものがあれば語幹と
格語尾にわけ，語幹と格語尾の間にハイフン(-)を入れなさい。
［問２－３］
言語類型論における格体系の類型に沿って，この言語の格体系の特徴を述べなさい。
［問２－４］
38 の英訳を書きなさい。
［問２－５］
39 の Pitjantjatjara 語訳を書きなさい。

問３．（選択問題）
自分の母語では、疑問文にどのような種類があるか、それぞれ例文を示しながら、日本語母語
話者にわかるように説明しなさい。「疑問文」の定義も含めて、自分なりの分類でかまわない。
日本語以外の言語の例文には、語ごとの逐語訳と文全体の訳を記すこと。
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