キャンパス言葉の研究（1）
−ICUキャンパス言葉資料−
藤本 泉
要

旨

国際基督教大学（ICU）のキャンバスで使用されている言葉を集め、その使用状況

を面接調査によって調べた。この調査の目的は、若者語としてだけでなく集団語と

てのキャンバス言葉の使用状況を明らかにすること、集団内共通語の存在を確認す

こと、および集団語の特徴とされるアクセントの平板化を椀察することである。こ
資料の見出し語数は約590語で、各語について解説と使用状況をまとめた。また、イ
ンフォーマントからのコメントや例文なども添えた。この調査結果を、まずICUキャ
ンバス言葉資料として今回は報告する。
［キーワード】 キャンバス言葉 若者語 集団語 アクセントの平板化
集団内共通語

AStudyofCampusJargon（1）：
acollectionofcampusjargonexpressionsusedatICU
Fujimoto，Izumi
Thisisacollectionofcampus）argOneXpreSSionsusedatICU（InternationalChrist−
ianUniversity）．ThepresentauthorhascollectedandmadeaListofICUcampusjar−
gon expressions，andlnterViewedlOinformant students about their usage．The almS
ofthis study arethreefold：ClarifyingtherealtlSageOfICUcampusjargon notoTlly as
ayoungpeople

slanguageb11talsoasanexampleofGroupLanguage．identifyingthe

existenceof a common Group LaTlguage On thecampus，and consideringtheir typeof
accent．because tlle unaCCented patternis considered a typicalfeature ofGroup Lan−
gtlage．Thereare about590entriesinthis coLlection．Meanings andthe usageofeach
word aregiven．Some comments alld examples by theinformants are alsoincltlded．
ThisisthefirstcollectionoflCUcamp11S）argOneXpreSSions．
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1．キャンパス言葉とは

ここでいうキャンバス言葉とは学生がキャンバス内で使用している言葉であると規定
今回調査したICUとは、国際基督教大学（InternationalChristianUniversity）の略語である1）。し
たがってICUキャンバス言葉とは「ICUの学生がキャンバス内で使用する言葉」の意味である。
これはまたICU学内用語と言ってもよい

。学内とは、学内の場所または学内の人のことだが、

所が学外であっても同じ1CUの学生と話すときは集団語としてのキャンバス言葉を使用している。
この資料はICUの学内で使用されているキャンバス青葉を集め、その使用状況を面接調査によっ
てまとめたものである。
キャンバス言葉を収集した例として、永瀬（1993）の「専修大学キャンパス言葉事典 第3版J
がある2）。これは1988年から6年間にわたって専修大学の生田キャンバスで学生が集めた約3千語
をまとめたものである。3回にわたって版を重ね多くの語を収録しているが、見出し語として登録

された語が、どの程度そのキャンバスで使われているのか、どのような状況で使用され

などがわかりにくい。またキャンバス言葉を若者語の∵桂として凍えており、本資料で
語とは異なる性質があると考えられる。
2．若者語と集団語

キャンバス言葉はこれまでどのように定義されてきたのだろうか。ノト矢野り994）によればキャ

ンパス言葉とは「大学生が日常の学生生活においてキャンバス内外で使用する言葉」で

している。この場合は「キャンバス内外」という表現から分かるように、学内用語とい
語の側面を捉えている。

確かにキャンバス言葉は、大学生が話す言葉であるから若者語の一種と言える。若者
（1994）によると、広義には「若者がよく使い、他の世代の人があまり使わないことば」であり、

狭義には「後に新たにでてきた若者世代が、前代の若者から順に受け継いで使うことば

規定し、狭義の若者言葉を若者世代語と呼び、その例としてキャンバス用語、学生用語
。

ところで、キャンバス言葉は特定のキャンバスという状況で使われると考えれば、集
と考えることもできる。集団語とは真田（1992）によると「一言語体系の内部にあって、特定の社

会集団、あるいは特定の専門分野において使用される、その集団なり分野なりの特徴的

たは表現形式」であると言う。そして真田はそうした集団語を、生業語・職業語・専門
隠語・スラングに分類し、スラングの例としてキャンバス言葉をあげている。

以上のようにキャンパス言葉は若者語と集団語の両方の側面を合わせ持っていると言

に若者語も集団語も、仲間意識や連帯感を高めるという横能を持っている点では共通し

かし若者語としての大学生の言葉と、特定の大学の集団語としての学内用語とは、共通
あるが異なる部分もある。なぜなら表1のように大学生同士でも、学内の学生と話すときと学外の

134−

学生と話すときとは別の言葉になる可能性があるからである。

＜表1＞ 若者語としてのキャンバス言葉と集同語としてのキャンバス言葉

学内の学生に話すとき 学外の学生に話すとき
若者語としてのキャンバス言葉 使用する
使用する
集団語としてのキャンバス言葉 使用する
使用しない

こうしたことからキャンバス言葉というときは、それがどちらの側面に目を向けてい

示する必要がある。そうでなければ概念規定が曖昧になりかねない。若者語としてのキ

葉と、特定のキャンバスで使われる集団語としてのキャンバス言葉または学内用語とは
があると考えられるからである。

3．集団語としてのICUキャンバス吉葉資料
この資料ではキャンバス言葉を集団語としての学内用語と規定する。というのもICUでキャン
バス言葉といえば、ICUの学生のみが使う言葉という意識が学生の間に強いからである。その理由
として、国家の枠にとらわれない学問共同体を目指すというICU創立の理念だけでなく、キャン

バス内やその周辺に住む学生が多いこと、外国人や帰国子女が多く、授業には英語が多

日常の事務的連絡なども英語やカタカナ言葉を使うという特殊な言語環境などが考えら
ICUキャンバス言葉の今回の調査では、使用状況を調べる際、キャンバス言葉の中にも集団差が存

在するという仮説をたてた。キャンバスは一つの集団であり、その中には学生だけが生

はなく、教職月の存在も無視できない。また、学内にはクラブやサークル、学科、寮な

集団も多く存在する。従って、キャンバス言葉といっても、教員も含めたキャンバス全

言葉もあれば、ごく一部の小集団で使用される言葉もある。そこで学生や教員が使用す

共通語、学生だけが便用する言葉を学生共通語、その中の特定の小集団で使用する言葉

分類できるのではないかと考えた。しかし、今回は教員に対しては調査をしなかったの
語という場合は、教職員に対しても使用すると学生が答えた語だけをとりあげている3）。

今回の調査でもう一つ注目したのは、アクセントの平板化である。平板化とは、ある

用語がその集団や個人にとって日常的になったとき、その言葉のアクセントが平板化、
の2拍目から高くなる現象である。これについて井上（1992，1994）では、平板化アクセントを集

団語の特徴の一つとして専門家アクセントと呼び、大学生の言葉について調査し報告し
れによると平板化は特に外来語に起こりやすいという。そこで外来語使用の多いICUキャンパス
言葉で、どの程度アクセントが平板化するかを観察した。
キャンバス言葉のような若者語や集団語を観察記録する意義について、井上（1994）は「変化や
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伝搬の細かいプロセスまで知りうるので、言語変化の理論モデルを構築するのに、良い
なる」（p．35）とし、多くの実態調査を求めている。そこでこの調査でもこの点を配慮して、使
用状況を具体的に記録することに努めた。
なお、この資料は1994年3月にキャンバス言葉のアンケート調査の結果を口頭発表した際、一度
公表したFキャンバス言葉事典第1版Jをさらに改訂したものである4）。掛こインフォーマントの
コメントは、第1版では紙面の都合で割愛したものが多かったが、今回はできるだけ掲載した。ま
た、単語の意味分類もやり直した。
4．調査日的と方法

今回はキャンバス言葉の収集だけでなく、面接調査をすることでその使用状況を明ら

とを目的とした。また集団語の特徴といわれるアクセントの平板化がどのように起こっ
調べることも目的とした。
この資料の見出し語は、筆者がICU大学院在学の2年間（1990−1992）で開き集めたものに加え、
ICUの言語地理学の授業でICU生自身が調べてレポートとして提出したものや5）、同窓会の編集発
行したF卒業生のICU40年』を参考に作成した。最初は400語程だったが、面接調査の過程でさら
に約100語以上加わった。また、先に紹介した「専修大学キャンバス言葉事典（第3版）jから出現
回数の多かった豹20語を参考として調査に加えた。これも含め、現在の見出し語はおよそ590語で
ある6）。

調査ではまず、こちらが作った学内用語リストを数人の学生に閲覧してもらい、解釈
正し、新たに用語の追加を行った。その後、10人の学生に面接調査を依頼し、1994年3月に調査を
実施した。インフォーマントの条件として、なるべくキャンバス言葉に慣れている3年生以上を中

心とし、男女、学科、住居地、入学時期に偏りが少ないよう配慮した。面接調査では、

普段話すように音読してもらい、その使用状況と学内での使用相手をたずねた。この資
状況を以下のように表した。（）内はこの資料での記号である。
◎
○

その言葉を よく使う
使うことがある
聞いたことはあるが使わない
聞いたことはない
未調査
△
×

ここでいう未調査とは調査の過程で新たに見つかった用語のため、それ以前のインフ
から情報がえられなかったもののことで＿で表わした。そしてその言葉を使うと答えた場合、その
使用相手（使用のレベル）として次の3つのレベルの中から選んでもらった。
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「友だちや仲間と使う

（レベル0）

ICUの学生すべてに使う

（レベル1）

ICUの学生と先生方に使う

（レベル2）

この他にインフォーマントにコメントや例文なども求めた。

集まった言葉は意味ごとに分類した。しかし、この分類方法は蔽蜜なものではない。

別の項目に分類すべき語もある。また、似た言葉であっても、意味に多少のズレがある

のもある。場合によっては分類項目ごとに別々に見出し語として掲載した言葉もいくつ
項目の中の見出し語の順序は整理されてない。

この資料では見出し語をすべてカタカナで表記し、可能なものは英字漢字仮名混じり
た。そして各インフォーマントの番号順に◎○△×＿（データの得られなかったものは′）で答え

を並べた。そのあと、「よく使う」「使うことがある」と答えた人のアクセントを調べ
ントが何人いたかを＜平板6人中5＞などと記した。

また、「使用する」（◎と○の人）と答えた場合、◎を1点、○を0．5点として点数化し、合計点
を（）に入れた。満点は10点である。これを使用点数と呼ぶことにする。この点数が満点に近け
れば近いほど、その語は、学内でよく使用されていると推測できる。
次に「使用する」と答えた人の使用のレベル（0、1、2）を合計し使用人数で割って平均点を
出した。これを資料では、レベル1＿60などと表わした。これは使用する場合の場面羞の程度を表し
ている。使用のレベルが2に近く使用点数の高いものは、教職員にも通用するキャンパス内共通語
であり、使用レベルが1に近く使用点数の高いものは教職員に対しては使いにくいが、学生同士で
はよ〈使用する学生共通語、使用のレベルが0に近く使用の点数も低いが、一部の学生がよく使う
と答えているものは小集団語と考えられる。
なお各言葉の説明を筆者が理解、または参照できる範囲で［］の中に記入した。単語によって

は不正確な記述もあるかもしれない。特に小集団で使われる語や、意味の変化してる語

の難しかった言葉もある。できるかぎり正確であるようにつとめたが、まだ完全ではな
る。またインフォーマントからのコメントは（）、例文は「」で表わし、被調査者番号①−⑲
を付けた。コメントの中の言葉で特にアクセントも示す必要があるときは、ライブラリ＜平板＞な
どと、＜ ＞の中にアクセントの型として、頭高・中高・平板の文字を記入した。

以下は、記述方法のサンプルである。
カッソ一口 滑走路

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．80

マタリーントリ マクリーン通り ＜平板1人中0＞△△△△△△△△△○（0．5）レベル2．00
［MacLeanAvenue 大学正門から桜並木のある長い道】（遅刻して来たら「滑走路が長いから遅れ
ちゃった」などと言う。（∋）「今日滑走路で花見しよう。（卦」（マクリーン通りは先生が使うと思う。
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（卦）

インフォーマントに関する資料は以下の通りである。なお最後の％はこの資料に掲載されたキャ
ンバス言葉の使用率で、各インフォーマントごとに「使用する（◎と○）」と答えた語数を、調査
した語数で割り百分率で表した。

⑨ 3年 男子
（9 3年 女子
⑥ 3年 男子
（∋ 3年 女子

⑧ 3年 女子
⑨ 4年 男子
⑲ 5年 男子

以上10名の平均

％り ％
％耶 ％
即 M
椚 ％
49 ％
が ％
49 ％便 4 4
5 3 4 6 6 5 7 5

④ 3年 女子

5

（診 2年 男子

率

（D l年 女子

住居
言語形成期
入学時期学科
社会科学科 自宅通学 東京都
4月入学
理学科
4月入学
安
岐阜県
人文科学科 アパート 広島県
4月入学
語学科
4月入学
寮
大分県
4月入学
人文科学科 自宅通学 東京都
アパート 兵庫県
4月入学
語学科
社会科学科 寮
9月入学
海外
国際関係学科アパート 東京都
9月入学
社会科学科 自宅通学 埼玉県
4月入学
理学科
アパート 岩手県
4月入学

％ 机％ 那％〃
用 封

No．学年 性別

まだまだ、この資料からもれてしまった言葉がたくさんあると思われる。この資料作

に加えなければならなかった語も出てきている。また、各語の意味についても、まだ不
もあると思われるので、今後も改訂に努めたい。
5．1CU概要
ICUのキャンバス言葉を理解するために大学の概要を紹介する。ICUは1953年東京都三溝市の郊
外にわが国初の4年制教養学部を持つ、教派にとらわれないキリスト教大学として発足した。1957
年には大学院教育学研究科修士課程を、1963年には行政学研究科修士課程、1964年に教育学研究科
博士課程、1976年に行政学研究科博士課程および比較文化研究科博士課程、1987年に理学研究科修
士課程を設置した。また1978年には海外からの帰国生を受け入れる国際基督教大学高校がキャンバ
ス内に設置された。
ICUへはJR三鷹駅から国際基督教大学行きバスに乗る。JR武蔵境駅や吉祥寺駅、京王線調布駅

などからのバスも利用できるが、いずれにしても駅からはかなり距離がある。駅から歩
武多摩川線の新小金井駅からが近いが利用している学生は少なく、主にICU高校の生徒が利用し
ている。ICUのキャンバスは広く、武蔵野の面影を残す雑木林に囲まれている。キャンバス内に数
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磯貝の住宅や、寮もある。キャンバス周辺は閑静な住宅地が広がり、学生用のアパー
た、入学式は年に2回あって国内の学生は4月に、国外からの学生は9月に入学する。また、卒業
式も3月と6月の2回である。
ICUは他国籍の学生や教員の多いことで知られている。ICUの学生は海外生活の経験者が多いと
言われているが、その正確な情報は現在のところ見あたらない。筆者は1991年4月に入学した学生
（約490名）にキャンバス言葉のアンケートを行ったことがある。そのときの回収数は189名（回収
率39％）で、それによると3カ月以上の海外生活を経験した人は71名いた。ICUでは9月にさらに

帰国子女や留学生が入学することを考えると海外生活経験者の多い環境であると言って
ないか。また、外国語教育として、新入生はELPという2年間の英語教育プログラムがあり英語

力の養成に努めており、在学生の交換留学制度も充実している。さらに帰国子女や留学
日本語教育も盛んに行われている。
ICUキャンバス言葉の理解の便のため、概況を広報課発街の大学案内1993年版より引用し、キャ
ンバスマップを同冊子から掲載する。
【概況】1993年5月1日現在
［コ学生 級数

2，739名

教養学部
教育学専攻科
大学院

250名

吸付
％

7
5
7

名

34

名

専任教員
教授
準教授
助教授
講師
アシノけントインストラクト
助手
79

口数員

0名

93

日本国籍
他国語

2，489名

16

名

7

名

37

名

2

名

4
3

非常勤助手／副手

名名 名

非常勤講師

9
14
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1，657，000Ⅰげ
□校地総面積
三鷹キャンバス
630，000nf
那須キャンバス
973，000nf
軽井沢三美荘
54，000rげ
けンアリッジハウ封 1，760nf

□国際基督教大学高校
1978年4月に設置された。海外からの帰国生2／3と一般生1／3を受け入れている。生徒数
738名。教員：専任47名、非常勤37名、戦貞：専任13名。施設としては校舎2棟、体育館、学棄5棟、
食堂などがある。
謝辞

協力してくだだった学生の皆さん、広報課分室の方々、資料を快く提供してくださった
語大学の井上史雄先生、専修大学の永瀬治郎先生に心から感謝いたします。
注
1）学内では国際基督教大学とは呼ばずfCUが一般的庵ので、本論も以後ICUと呼ぶことにする。
2）文献5．にはさらにいくつかの大学のキャンバス言葉に関する資料が扱われている。

3）ICUには教員だけに通じる用語もあることが調査の過程で分かってきたが今匝＝ま取り上げな
かった。
4）1994年4月26日に「ICUのキャンバスことばにおける新入生の使用率に関する研究」と題して、
国際基督教大学日本語教育40周年記念研究会にて藤本泉・森祐治・柴田協子の3名で口頭発表
を行った。その際rJCUキャンバス言葉事典第1版Jとして資料を公表した。発表の主な点は、
次の通り。1991年4月と9月に1年生全員（4月入学の本科生）に行ったアンケート（4月の
回収率39％、9月の回収率16％）では、語によって使用率の高低に大きな差があること、よく

使用する人の一番大きな要因は海外生活経験の有無であること、また、わずかではあ
アパートに住み、クラブtサークルに所属している人の使用率が高いこと、などが読み取れた。
しかしデータの数が不十分であり、さらに調査を深め分析する必要がある。
5）授業を担当された東京外国語大学の井上史雄先生から資料の提供を受けた。
6）ここにあげたICUのキャンバス言葉はまだほんの一部であると考えれられる。この調査終了
後も、いくつか未収録のものが見つかったので、この資料には（未調査）と表示して掲載した。
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CAMPUS MAP

（大学案内1993年版より）

1スポーツ・クラブハウス SPORTS CLUBHOUSE
2体育館・室内プール・セントラノレロッカー PHYSICAL EDUCAT10N CENTER
3本部棟 ADMINISTRATION8LDG．
4図書館 しIBRARY
5教育研究棟 EDUCAT10N AND RESEARCH BLDG．
6 セントラルパワーステション CENTRALPOW監RSTAT10N
7 博物館・湯浅八郎記念僻 目ACHrRO YUASA MEMORIALMUSEUM
8 総合学習センターINTEGRATED LEARMNG CENTER
91LC−N棟ILC−N ANNEX
lO理学館 SCIENCE HALL
ll大学本館 UNtVERSITY HALL
12 シーベリL記念礼拝堂 SEA8URYCHAPEL
13 ディップエンドルファー記念館 DIFFENDORFER MEMORIAL HALL
14 大学礼拝堂 UNrVERSITYCHAPEL
15 第2男子寮 2ND MENrS DORMrTORY
16 第l男子寮ISTMEN S DORMTORY
17 カナダハウス CANADA HOUSE（MENrS DORMrTORY）
18 食堂 DINING HALL
19笥1女子寮1STWOMEN S DORMtTORY
20楓林荘（ゲストハウス）MAPLEGROVEGUESTHOUSE
21第2女子寮 2ND WOMEN S DORMITORY
22 常4女子寮 4TH WOMEN S DORMJTORY
23 第3女子寮 3RD WOMEN S DORMITORY
24 シプレーハウス（大学院生棄）S旧しEY HOUSE
25 考古学研究センタL ARCHAEOLOGY RESEARCH CENTER
26ICU高等学校ICU HIGH SCHOOし
27 春山荘 TA［ZAN−SO GARD【≡N
28 教職員住宅 FACULTYAND STAFF RESIDENCES
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／
／

／

／
／
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際基督教大学人ロ
雁駅行〉
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国際基督教大学（終点〕

く三鷹駅行〉
MAIN GATE

国際基督教大学人口
く国際基督教大学行〉

バス停
富士重工前
く三鷹駅行〉
く武蔵境駅南口行〉

（Z㌻
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富士重土前
く狛江営業所行〉
く吉祥寺駅行〉
〈武蔵小金井駅行〉
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■■■■■■■■■■■■■■■■建物・場所■■■■■■■■■■t■■■■■
［キャンパスマップを参照のこと。］

●●●体育館・スポーツクラブハウス・グランド関連

エータイタカン
ビータイタカン
［⑲より］（現在の体育館をB体育館というらしい。A体育館はお金がたまったら作るという話で、
お金がないからとりあえずB体育館を作ろうという話があったとかなかったとか聞いたことがあ
る。⑲）

ジム

＜平板10人中1＞○◎◎◎◎◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．40
［Gym 体育館 PhysicalEducationCenterの中の1つでRジム・Wジム・Vジム・Cジム・Pジ
ムという5つの部屋がある この施設にはジムの他に室内プール・ロッカールーム・シャワー室・
事務室・講義室が含まれる］（体育館とちゃんと限定するときはジム。⑨）

＜平板 3人中0＞××××△○×△◎○（2） レベル1，67
［本来はPhysicalEducation（体育の授業）の意味だが体育館という意味で使う］（科目の意味で

ピーイー PE

しか使わない。（亘）②③）（PEは普通は体育の授業のことだけど、これも聞いたことはある。⑤）（「今

日の練習はどこでやろうか。」と聞かれて「PEのジムで。」とか「PEでやる。」と答える。クラブ
ハウスもありうるのでそれと区別するためにPEという。PEは体育鮨をさす。ジムの名前が分かっ
てないときや、PEの中のどこでやるか決まってないときはPEという。（む）（体育飴のあたりを
PEというが、体育館を限定していうときはジムという。⑨）（建物としてもPEを使う。よく使うっ
ていうほどでもないが。⑲）「PEのところにバス停がある。⑲」

＜平板 8人中3＞○△○△○◎◎◎◎◎（6．5）レベル1．13
［RhythmandDaneeGym 体育館の中にある部屋 剣道もここでやる］

アールジム Rジム

ダブリエージム Wジム ＜平板 6人中0＞△△○×○△◎◎◎○（4．5）レベル0．67
＜平板 5人中5＞◎×○△△◎○△◎×（4） レベル0．80
ウェイト
［weightTraining 体育館の中にある部屋］「ウェイトに行ってきた（Wジムでトレーニングをヤっ
てきたの意）。①」「今日はウェイトでクラブやろうか。③」（「ウェイトに最近泥があがってます。
汚さないように気をつけてください。」なんて体育館に書いてあったりする。⑨）（何ジムか覚えて
ないが、ウェイトトレーニングをする部屋をウェイトと言っている。（∋）（ウェイトは場所を指し
ては言わない。ウェイトルームと言うと思う。⑩）

シージムCジム

＜平板 9人中9＞◎△○◎○◎◎◎◎◎（8） レベル1．11
［ジムの中の部屋の名称 合気道・柔道・空手などをやる】（床が木で張ってあってスプリングが
きいている。畳もしける。⑤）（CombativeGym のこと。シージムの正式名称がよく分からない

のでよく話題になる。（弧）
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＜平板 8人中7＞○×00△◎◎◎◎◎（6．5）レベル1．25
［pin卿）ngGym ジムの中のピンポン用の部屋1

ピージム Pジム

ブイジム Ⅴジム
＜平板 9人中8＞◎△◎◎○◎◎◎◎◎（8．5）レベル1．33
［volleyballGymジムの中の部屋 バレーボールをする部屋］（ブイジムなど、山ジムというの名
前が部屋にはってあるわけではない。⑲）

シェイプアップカード ＜平板 5人中0＞◎△△○△△00△○（3） レベル2．00
［shapeUpCard 体育施設利用許可書】（これって名ばかりの物で、あまりチェックされないの
で使わないから、この吉葉も使わない。（9）

クラブハウス
＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10） レベル1．70
［sportsclubhouse1990年にできたスポーツ系クラブのための建物 部室・ロッカー・シャワー
室・倉庫・事務室がある］（以前はプレハブのつぶれそうな小屋だったがそのときもクラブハウス
と言っていた。部屋に畳がしいてあってそこに泊まっている人がいたそうです。今の4年生以下は
知らないはず。⑳）

アイシーユー
IC港
アウシュビッツ
オーサワムラヨクジョー 大沢村浴場
オーサワヨクジョー 大沢浴場

×××××××△××（0）
××××××△×××（0）
△（0）

○（0．5）

【クラブハウスやジムのシャワー室 大沢とはICUの所在地の三♯市大沢より］りC湯は開いたこ
とない。（亘×教室））（私は自宅から適っているのでシャワー箋は使わないけど、下宿の人はお風呂の
代わりにシャワーをよく使う。（9）（アウシュビッツは、よく覚えてはいないがアウシュビッツのシャ

ワーを連想して言ったのかと思う。⑦）（IC湯は開いたことあります。⑧）（大沢村浴場、大沢浴
場などと言う。村をつける人が多いのですが、自分では大沢浴場という。⑲）

フロハイル フロ入る

＜平板1人中0＞××○××△△△×△（0．5）レベル0．00

［クラブハウスや体育館でシャワーを浴びること］（下宿生でフロがない人は使う。「フロ行ってく
る」でシャワーを浴びに行くこと。③）
フィrルド

＜平板 8人中8＞◎◎△○△◎◎◎◎◎（7．5）レベル1．00

［Field グランドのこと］（聞けばグランドの意味だとは分かる。「体育の授業はフィールド」なら、
見当はつくけど。（9）
●●●本部棟・図書館関連
エーカン A館

＜平板 8人中8＞△△000◎◎◎○◎（6） レベル1．38

エートー A棟

＜平板 9人中9＞◎△（⊃◎（⊃000（⊃○（5．5）レベル1．56

ホンプトー

＜平板 9人中9＞◎◎◎○△○◎00◎（7） レベル2．00
ガタセーカ ノ アルトコロ学生課のあることろ ○×△○×○△○×△（2） レベル1．25
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キョームカ ノ アルトコロ教務課のあるところ ○×△△×○△○×△（1．5）レベル1．33
××△×××△△×△（0）
アドミ
［AdministrationBullding 大学本部棟］（A棟を説明するのに「学生課のあることろ」「教務課の
あるところ」を使うが、「教務課−」の方がよく使う。（D）（「学生課のあるところ」は昔、A鮨と
いう言葉が分からないとき使った。また、このほうが通じやすいということもある。最
いと思う。（D）（A館やA棟と言って相手が分からなかったときは「学生課のあるところ」「教務
課のあるところ」を使う。特に1年生には分からないので使う。⑥）（ほとんど使わないが、A館
という言葉がすぐ頭から出てこないとき「学生課のあるところ」と言うと思う。⑧）（A館か本部
棟です。A棟とはあんまり言わない。⑳）

イーエーオー EAO
＜平板1人中0＞×△△××△◎△×△（1） レベル0．00
［EducationalAffairsOffice 教務課 本部棟にある］（OYRの人から開いたことがある。OYRの
人は教務課とは言わないと思う。③）（英語で話しても、日本語で話してもEAOは使うけど、
EAOで分かる人は意外に少ない。教務課と言った方が分かる。私はアルバイトをここでやっていて、
そこではEAOを使っているからよく使う。（う）（教務課という。（参）

＜平板 2人中0＞×△×◎××◎△×△（2） レベル1．00
［studentAffairsOffice 学生課 本部棟にある］（棄でよく使う。寮長と学生課がSAOミーティ

エスエーオー SAO

ングをするので、その伝達のときなどによくSAOと言います。④）（学生課と言う。（蔓）⑬）

オフィス
＜平板 8人中0＞◎◎◎◎○◎◎△×◎（7．5）レベル1．88
【office 先生の研究室 またはA館やl館の事務室】（ELPのオフェイスとか、SSのオフィスなど、
何かのオフィスという言い方で使う。①）（事務室より先生の研究室のことをオフィスという。③
（享Xむ）（A館やⅠ館のオフィスとか先生のオフィスとか言う。（至×彰）（事務室というよりオフィスと

いうことが多い。⑤）（E館などにある学科の事務室をさす。A館の中の事務室の意味でも使わな
いことはない。（D）（話をしていて学生課に用があるとき「オフィスに行くから」とか言うかもし
れない。先生のオフィスという言い方は聞いたことがあるけど使いません。⑧）（A鯨の中にある
事務室にも使います。先生のオフィスとも言います。⑲）

オフィスアワー
＜平板2人中0＞＋△○＿ ◎（1．5）レベル1．50
［事務室が開いている時間 先生が研究室にいる時間］（オフィスアワーというと事務量が開いて
いる時間。先生のオフィスアワーという言い方は、ノンジャバの先生が言うのは開きま
からは使わない。（砂）

＜平板 7人中1＞○△◎△◎○◎◎△○（5．5）レベル1．86
ライブラリー
××××××××××（0）
ライブ
［Library 図書館という通常の語もよく使われる 図書館もライブラ．）−もアクセントの平板化
がみられる】（図書館＜中高＞というときもあるし図書館＜平板＞も使うようになった。高校まで
は図書室＜中高＞だった。ライブラリーを言うときは平板アクセントで言う。（D）（普通は図書館。
わざわざライブラリーとは言わない。（∋）（ライブラリーもよく使うが図書館の方もよく使う。（卦）
（図書館は平板アクセントでも言う。（亘X亘X斡）（図書館と言うより、ライブラリー＜頭高＞と言う。
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学外では使わない。⑤）（平板アクセントで図書館というのは聞いたことある。⑥）（図書館の方が
よく使うけど、ライブラリーもよく使う。⑦）（ライブラリーと言っても図書館と言っても抵抗ない。
でも図書館を使うほうが少し多いと思う。⑧）（ライブラリーじゃなくて図書館＜中高＞を使う。
図書儲＜平板＞も使う。（彰）（図書館＜中高＞という。⑲）

キャレル

＜平板 9人中4＞◎△◎◎◎◎◎◎◎◎（9） レベル1．33

［図書館の中で学部4年生と大学院生に割り当てられた梅子と机］（キャレル＜索高＞とキヰレル
＜平板＞の両方を使う。その時の気分で二通りになるのかな。「−さんのキャレル＜平板＞のとろ
こにいる」とか言う。（D）（キヤレルは持っていないので聞くけど使わない。（∋）（平板アクセント
でキヤレルというのは聞いたことあるかも。私はキャレル＜頭高＞と言います。⑥）（私は平板ア
クセントでキャレルとは言わない。⑲）

レファレンス
レファレンスデスク

＜平板 7人中1＞△○△◎00◎○△◎（5） レベル1．43
＜平板 4人中0＞△○△△○△△○△○（2．5）レベル1．75

［ReferenceDesk 図書館の相談コーナー］（ヒゲのおじさんがいる所とか言うことがあるが、レ
ファレンスデスクとはあまり言わない。⑲）
サーキュレーションデスク ＜平板 8人中0＞△◎○△○◎◎◎◎◎（7） レベル1．75

サーキュレーション

×○
［circulationDesk 図書館にある貸出しなどの受付をするところ］

オーバーデュー

（0．5）レベル2．00

＜平板 4人中0＞×△△×△△◎◎◎◎（4） レベル1．75

［0verdue 図書館で借りた本の貸出期限が切れること 切れる前にりニューしないと罰金を払う
ことになる］

リザ【ブ

＜平板 9人中5＞○◎◎◎○◎◎◎△◎は） レベル1．56

［ReservedBooks 図書館での教授指定図書］（私はリザープブックというほうが多い。圧））

りニュー

＜平板 2人中1＞○×△△××△◎△△（1．5）レベル1、00

［Renew 本の貸出し期限延長手続き】（私は貸し出し延長と言う。リニューという人はいます。（9）
●●●教育研究棟・総合学習センター・lLC−N機関連
イーアールピー ERB

＜平板 9人中0＞△◎◎◎◎○◎00◎（7．5）レベル1．89

E鮨
＜平板 8人中8＞○△00△◎◎◎○◎（6） レベル1．38
イーカン
E棟
＜平板 3人中3＞◎△×△△00△△△（2．0）レベル1．67
イートー
センセーノイルトコロ 先生のいることろ
△×△○×△×××△（0，5）レベル1．00
ケンキュート一 研究棟 ＜平板 2人中2＞△○△△△△△○×△（1） レベル1．50
スペースマウンテン
×××××××△××（0）
××××××△△××（0）
キョージュゴヤ 教授小屋
［EducationalResearchBuilding 教育研究棟］（「先生のいるところ」は友達から開いたりします。
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①）（ERBをいつも使う。②）（「先生のいるところ」は教育研究棟の言い方を知らなかった時よく
使った。今も1年生で慣れてない人は使うと思う。④）（スペースマウンテンとキョージュゴヤの
どちらも聞いたことあります。E飴をイメージしていると思います。（参）

キンギョパテ 金魚鉢

＜平板10人中0＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．00
＜平板 2人中2＞×××××00×××（1） レベル0．50
［教育研究棟のラウンジ ガラス張りになっていて日当たりがよい 外からよ〈見えるので金魚鉢

バチ

を連想する］（本当はERBのガラスのあるラウンジだが、「金魚鉢のラウンジ」「金魚鉢の院生重」
「先生のオフィスは金魚鉢の3階」などとも言う。この建物は階段がややこしいのでよく迷う。③）
「金魚鉢で予習している。⑤」「金魚鉢にいるから。⑤」（金魚鉢と言わなくても友達にはパテで通
じる。⑥）「どこにいるの。」「バチにいるorバチってる。⑥」（バチってるとは、金魚鉢で話した

りコーヒーを飲んだりすること。⑥）（金魚鉢というとERBのラウンジだけをさす。金魚鉢の3階
などとは言わない。⑧）（私が入学したころから金魚鉢という言い方はあった。⑲）

アイエルシーILC
＜平板10人中0＞◎◎◎◎00◎◎○◎（8．5）レベル1，銅
Ⅰ鮨
＜平板10人中10＞◎○◎◎○◎◎◎○◎（8．5）レベル1．60
アイカン
【IntegratedLeamingCenter 給合学習センター1981年に完成 教室・LL・スタジオ・学習用端
末・教材開発室・心理学研究室・言語学実験室・事務室などがある】
アイエルシーエヌILCN ＜平板5人中0＞×△○×△000＿◎（3） レベル2．00
［ILC−N棟1991年に完成ISとJLPのオフィスがある まだ呼び名は確定してないと言われる］
（ある先生によると、ISの先生方はIS棟と言い、ランゲの先生方はILCのN棟と言っていると聞
いた。学生の間ではそんな区別はしてないようだ。③）（いつも何て呼んでいいのかこまってる。
ILCの新しい建物とかあいまいな言い方をします。④）（ISの建物、1S館とかも言います。（砂）（Ⅰ
館の北の方、IN館とか私は言う。ELPをやった人がよくILCNと言っている。⑦）（lN館と言いま
す。⑧）（名前を付けようという話があったが、結局このILCNで定着してしまったように思う。⑲）
●●●大学本館・理学館・博物館関連
ホンカン 本館
＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10） レベル2．00
×××××△△××△（0）
エッチカン H館
［universityHall大学本館 大小あわせて48教室とセミナールームがある］（H銘と書いてある
のは見たことない。②）（H鮨と書くけど口に出して言うのはホンカン。④（9）

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎○◎○◎◎（9） レベル1．90
クリニック
［clinlC 本館3階にある国際基督散大学診療所］（1CUでクリニックといったら本館の診療所です。
⑲）

＜平板 8人中0＞△◎○◎○△◎○◎◎（6．5）レベル1．25
［umiversityofCaliforniaICUと交換留学をしており日本センターが本館内におかれている］

ユーシー UC

「ユーシーから来たやつらは−。（勤」
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エヌカン N館

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．80

リガクカン 理学館
エヌ

＜平板 4人中1＞△△△△△○（⊃（⊃×（⊃（2） レベル1．75
XXXX△×△×××（0）

N

［scienceHalI理学本館］（書くときは、Nの311などとやる。（釘）（Nの311などとは言うが、エ
ヌだけでN館をさすというのは使わない。⑲）

エアサ

＜平板 2人中0＞×△△◎△△△△×◎（2） レベル1．00

［湯浅記念館 初代学長故湯浅八郎博士が収集した日本の民芸品約5．000点の寄贈を受け1982年に
研究教育機関の一つとして開館］（湯浅記念館と言う。①⑧）
●●●大学礼拝堂・シーベリー記念礼拝堂関連

キョ・一カイ 教会
チャーチ

＜平板 8人中8＞○◎◎△00△◎○◎（6） レベル1．88
＜平板 3人中1＞△△×××△◎00△（2） レベル1．67

［universityChapel大学礼拝堂（教会堂） 2階建てでパイプオルガンが設置されている 入学

式・卒業式・日曜礼拝などに利用される 学内には他にシーベリーチャペルという小さ
るICUには超教派の1CU教会という組織がある］（チャーチは使わない。④）（チャーチといえ
ば大きい方のことが多い。シーベリーチャペルの方には一般に使わない。（∋）（キョーカイは大き
い方。チャーチよりキョーカイのほうをよく使う。（参）（キョーカイは建物の意味と、ICU教会と
いう組織を指す。⑲）

チャペル

く平板 8人中0＞◎△◎◎◎◎◎○×◎（7．5） レベル1．75

［chapel大学礼拝堂 またはシーベリー礼拝堂］（チャペルと言うとふつうは大学礼拝堂の方を
指す。（王X宣X亘XD）（小さい方はシーベリーという。⑤）（大きい方はチャペルと呼ぶ。小さい方はシー
ベリーチャペルと呼ぶが話題にのぽらないので、あまり使わない。⑥）（両方チャペルと言う。壇）⑧）
（小さい方はシーベリーとかシーペリーチャペル、大きい
方はチャーチとかキョーカイを使う。⑨）
（チャペルは大きい方。／トさい方はシーベリー。⑲）

シーベリーチャペル
＜平板 8人中0＞△◎◎◎△○◎00◎（6．5）レベル1．88
シーペリー
＜平板 8人中0＞××（⊃◎◎（⊃◎◎（⊃◎（6．5） レベル1．63
サンカクキョウカイ 三角教会
××××××△×××（0）
サンカクチャベル 三角チャペル
○（0．5）
［seaburyMemorialChapelシーペリー礼拝堂 上からみると三角形になっている］（こっちは最
近までチャペルであることを知らなかった。（∋）（シーペリーチャペルと言う。③）（先生方と話す
ときはシーペリーじゃなくてシーペリーチャペルと言う。（参）（三角チャペルと言うことがある。
みんな分かると思う。先生方も使うかもしれない。⑲）
●●●デュッフエンドルファー記念館関連
デイーカン D館

デイー

D

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10） レベル1．90
△×××××××××（0）
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［DiffendorferMemorlalHallディップンドルファー記念館 この中に売店や郵便局などがある］

オーデイ

＜平板 9人中0＞△◎○◎00◎◎◎◎（7．5）レベル0．89
オーディトリアム
＜平板 6人中0＞△○◎△△○◎○△◎（4．5）レベル2．00
デイーカンオーデイ
＜平板4人中0＞一 ○△◎＿◎◎（3．5）レベル0．67
デイーカンコードー D館講堂＜平板 2人中1＞×△××△◎×◎×△（2） レベル1．50
［Auditorium（講堂）D館の中にある講堂のこと］（どこにあるのかまだよくわかってか、。①）
（「D鮨オーディトリアムで説明会を開きます」と言う就職課の人のアナウンスを開いたことがあ
る。⑤）（デイーカンオーデイーが多い。⑥⑲）（オーデイが一番多い。⑧）

＜平板 8人中8＞△◎000△◎◎◎◎（6．5）レベル0．88
フォイヤー
［Foyer D館にある階段の踊り場で特に広くとってある場所 楽器の練習などができる］（友だち
に「フォイヤーでコンサートをやるからね」と言われてこの言葉と場所を覚えた。講堂
大きくないコンサートはここでやる。（9）

バイテン 売店
ブックストアー

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10） レベル1．90
＜平板1人中0＞△××△×△△○×△（0．5） レベル1．00

［D館にある国際基督教大学売店］（ブックストアーも使うが、売店の方が多い。⑧）

●●●棄や棄の当寺に関連するもの

ドーム

＜平板 4人中0＞××△○△△○◎○×（2．5）レベル1．25
［Dormitory 寮］（寮の人がよく使う。ドームメンバーとか。④）（ドームだけでは使わか、。オー

プンドームとか…。⑲）

シプレー

＜平板 4人中0＞△△○◎△△◎△△（⊃（3） レベル1．40
［sibleyHouse シプレーハウス（大学院生の女子または院生で配偶者のいる人のための寮）］

＜平板 5人中0＞×◎○◎×△◎△×◎（4．5）レベル0．80
カナダ
［canadaHouse 学内にあるカナダハウス（男子寮）の略称］（寮内の間ならカナダでいいけど、
寮以外の人にはカナダでは分からない。②）（カナダハウスという。③）（カナダもカナダハウスも
使う。⑲）

スタディー

＜平板 3人中0＞△◎×◎××◎△××（3） レベル0．00
［studyRoom 勉強部屋 棄で一人で勉強したいときに使う部屋1（寮生の友だちが使っていた。

①）（第四女子寮でも使う。④）（カナダハウスにもあります。②）（第三女子寮でも使う。スタディー
ルームとも言う。⑦）
×××××××△××（0）
セミナー
［seminarRoom 勉強部屋 棄で一人で勉強したいときに使う部屋］（第四女子寮では使わないの
でこの言葉は開いたことない。（彰）（第三女子寮では、スタディーと言い、この意味では使わない。
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（D）

ソーシャル

＜平板 4人中0＞△◎×◎△×◎××○（3．5） レベル0．25
［socialRoom ソーシャルルームの略 章の談話室のこと］（寮の談話室。みんながあつまる。②）
（第四女子寮にもある。（彰）（寮祭などで開いたことある。（9）（オープンソーシャルという言い方

で開いたことはある。⑳）

ルーフ

＜平板1人中0＞××××××○△××（0．5）レベル0，00

［Roof 女子寮の屋上］（第四女子寮では屋上にはあがらないので使わない。⑤）（屋上とも言う。

女子寮は、屋上部分が屋根と一緒で洗濯物などが干せる。書類などにはルーフと書い
る。（む）

ガイジンゲットー 外人ゲットー
××××××△×△×（0）
［学外の某アパートの呼び名 寮の部屋が足りないのでノンジャバのOYR用に大学が借りている
という説がある】（OYRとか、個性的な人が住んでいるというイメージがある。外人ゲットーとは、
なんとなく分かるような気もしますが。③）（第4男子寮とか第5女子寮とかいうときもあるが、
ごくまれにしか使わない。⑲）
ストーム（ヲカケル）

○（0．5）

［⑲より］（男子寮で、一人を血祭りにあげて、裸にむいてそのまま女子寮に放り込んだりする。

女子寮では化粧をして返したりする。今でもやってるらしい。私の友達がストームか
キュアつけられて帰ってきた。⑳）

＜平板1人中0＞××××××○××△（0．5）レベル0．00
デイリー
［DailyDuty 寮の門限後の戸締まり当番の仕事］（門限の後の戸締まりは女子寮しかしないので
聞いたことがない。（∋）（第四女子寮では使わない。④）（第三女子寮ではデューティーというので
使いませんが、上の方の学年の人はときどき使っていた。⑦）

デューティー

＜平板 3人中0＞×◎××××◎× ○（2．5）レベル0．67
［Duty 棄の当番 または大学院の研究室の非常勤副手］（大学院の副手の意味では使わない。寮

内の当番のデューティーの意味だけで使います。（宣X夏）⑲）

＜平板 4人中4＞△◎△◎××◎△×○（3．5）レベル0．25
インフォメ
［InformationDuty 寮の電話番の仕事 または 寮の中の電話のある部屋］（カナダでもこの意味
で使う。（参）（寮ではこの意味でインフォメを使っているのが、NSの科目にもインフォメというの

があって、私は両方使うので、話していると時々どっちの意味かなと混乱しそうな時もある。②）
（寮生の人が言います。g（亘））

ボイラー

＜平板1人中0＞××××××◎×××（1） レベル0．00
［BoilerDuty 寮のお風呂当番の仕事］（第四女子寮ではインフォメがするので、この言葉は、単

にボイラーをさして言う。（D）（この意味では開かない。ボイラールームをさしてなら聞く。（参）
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メイクアップスルmake−upする＜平板9人中0＞◎◎◎◎△○◎◎◎◎（8．5）レベル1．44
［あとで埋め合せをすること］「ペナルティーをした分、あとでメイクアップする。④」「このあい

だのテストの点が悪かったから、なんとかメイクアップできないかなあ。レポートでメ
できないかなあ。（釘」（デューティーをメイクアップするとは、デューティーをやらなかった場合

ペナルティーがつき、それがたまるとお金で返さなければならない。それで、誰かがや
代わってやること。他に、メイクアップと言えば、授業でわからなかったところをカバ
ノートをかりて、メイクアップするなどと使う。（D）（メクアップテストなどと言う。できなかっ
た科目を挽回するためのテスト。（紗）（クラスを休んでしまってその補講の意味とか、宿題を出せ
なかった分あとでやるとかのように、できなかったことを後まわしにしてやる。⑲）

ペナルティ
ペナル
ペ

（未調査）

＜平板1人中0＞
＜平板1人中0＞

◎
○

（1） レベル0．00
（0．5）レベル0．00

［pemalty やるべきことをやらないこと］（ベナルは動詞としてペナルティをするという意味で使

う。例えば「デューティーをきのう、ペナっちゃった」など。この場合はプッチしち
う。ペだけで「今学期、ペがいくつ？」とも言う。④）
●●●食堂・国際基督数大学高校・他の建物

ガタショク 学食
ショクド一 食堂

◎◎◎◎○◎◎○◎◎（9） レベル1．80
＜平板 7人中7＞○△00×000△◎（4） レベル1．71

ガッキーOrガッキ

＜平板 4人中0＞×◎◎△△○△◎△△（3．5）レベル0．25

カフェテリア

＜平板 2人中1＞××△×××◎○×△（1．5）レベル2．00

ガクorガック

××××××××××（0）

キャフェテリア
ショック

××△×××△△×△（0）
××××△××△△△（0）

［DlnlngHall食堂］（セプテンバーの人に「今日お畳カフェテリアで食べようか」と初めて言わ
れて「え、どこ？」と聞き直したことがある。③）（先生がキャフェテリアと言ってらしたのを聞
いたことある。（卦）（個人的にはガッキーをよく使う。クラブ関係の人は、ガッキーを使っている
と思う。（∋）「今日晩飯はガッキーで食べる。（卦」（女子寮生の一部で、ガッキーつて言っていた。
④）（ガッキーは友達の間だけで使う。⑥）（学食を一番使うが、OYRと話すときはカフェテリア
と言う。⑦）（学外の人と話すときはカフェテリアか学食を使うが学食のほうが多い。仲間うちで
はガッキー。食堂はその中間ぐらい。⑧）（ガッキーは軽い感じがして使わない。（釘）「晩飯はガッ
キーで食べようか。（∋」（ガク、ガックは聞いたことがない。初めて聞いた。⑲）
アイシーユーコーコーICU高校 ＜平板 7人中0＞△△00000◎△◎（4．5）レベル1．75
アイシーユーハイ ICUハイ ＜平板10人中0＞◎◎◎◎00◎○◎◎（8．5）レベル1．60

ハイスクール
ハイ

＜平板1人中0＞×△×△×××△×○（0．5）レベル2．00
＜平板10人中0＞○◎○◎○◎◎◎○◎（8）レベル1．10

［ICUHighSchool国際基督教大学高等学校1978年4月から設置］（ハイ上がりの友だちが別の
誰かとしヤベってたとき、「今の人、ハイの人？」と聞いたりする。（D）（ICUハイをよく使う。（∋）
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（lCUハイを一番よく使う。（互Xi））（学内ではICUハイをよく使う。この高校の話をしているとき

ならハイでも分かるので使う。学外だと通じないからICU高校という。（9）（学外の人と話すとき
はICU高校、学内の人と話すときはICUハイを使う。（9）（学内で話すときこの中ではハイを一番
良く使う。（釘）「車どこにとめた？」「ハイの近く。（む」（ハイはICUハイの出身者のことをさす。
⑦）「ハイの方に電話がある。⑦」「ハイに適っていた。⑧」（ICU高校は学外の人に使う。⑨）「ハ
イのほうの電話ボックス（診」（ハイかICUハイを使う。⑲）

パワーステーション

＜平板 8人中0＞○◎△○△00000（4．5）レベル1．63
［centralPowerStation 電力や冷暖房の管理を行なう建物］（セントラルパワーステーションと

いうこともある。⑨）

●●●建物以外の場所・その他

バカヤマ バカ山
＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10） レベル1．90
［本館前にある芝生でおおわれた2つのなだらかな山 普通は両方をバカ山というが一方だけとい
う説もある 東側の山か西側の山か説が分かれる］（両方ともバカ山。（9）（どっちがパカでどっち
がアホかは話題になるが分からないので結局バカ山で落ち着く。⑥）（西がアホ、東がバカだと習っ
た。（む）（区別する言い方があるとは開いたことがあるが、私はどっちもバカ山。⑨）（西がバカ、
東がアホじゃなかったかと思うが・‥。（宣）⑲）（西はバカヤマハッピョーカイをするところだからバ
カ山なんじゃないかな。⑲）（学外の人も結構知っているらしい。⑲）

アホヤマ アホ山
＜平板 5人中5＞△△00△△◎○△○（3） レベル0．80
［本館前の低い山で西側の山のこと 東側がバカ山 逆に西側がバカ山で東側がアホ山という説も
ある］（西側がアホ山だと聞いている。昔は区別があったらしいけど、最近はパカ山で、区別して
ない。（卦）（西がアホ山、東がバカ山だと思うが、どっちがどっちだかわからなくなる。どっちか
を言うときは、図書館側の山といったりもする。④）

オカーサンヤマ オトーサンヤマお母さん山 お父さん山 ××××××××△×（0）
チチバカヤマ ハハバカヤマ 父ばか山 母ばか山

△（0）

［ばか山の別名 どっちがどっちかは不明］（「お母さん山お父さん山」は聞いたことがある。⑨）
（「父ばか山母ばか山」は開いたことがある。父親の方が西側で、母が東。私は使わない。⑲）
バカグサガツク ばか草がつく ＜平板 3人中3＞△×○×△×△△○◎（2） レベル0．50

バカガツク
バカゲガツク

ばかがつく ＜平板1人中0＞××××△○△×△×（0．5）レベル0．00
ばか毛がつく ＜平板1人中1＞○一

バカシバガツタ ばか芝がつく ＜平板1人中1＞

××△

（0．5）レベル1．0 0

◎ （1）レベル1．0 0

［バカ山にねっころがって服に華や芝がつく］（バカガツクやバカ草ガツクは、言う人もいる。
、う、1

バカバカスル
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［③より バカ山でゴロゴロすること］（バカ山でのんびりするとかゴロゴロすることを、「バカバ
カしよう」って言います。（卦）

ハナミチ 花道
＜平板 9人中0＞◎△○◎◎◎◎◎◎◎（8，5）レベル1．00
【本館とD飴を結ぶ、バカ山の間を通る細いコンクリートの道］「（単に状況を言うとき）−先生
が花道を歩いてるよ。（彰」（この言葉を知らない人もいると思う。（9）

カッソ一口 滑走路
＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．80
マタlトントリ マクリーン通り ＜平板1人中0＞△△△△△△△△△○（0．5）レベル2，00
【MacLeanAvenue 大学正門から長〈続く桜並木のある道］（遅刻して来たら「滑走路が長いから
遅れちゃった」などと言う。②）「今日滑走路で花見しよう。③」（マクリーン通りは先生が使うと
思う。③）（マクリーン通りという名前がついたのは、1988年か1989年かそのころです。⑲）
××××××△△××（0）
エーカッソ一口 A滑走路
××××××××××（0）
ビーカッソ一口 B滑走路
［学内にある長い道路の通称 かつてはICU高校の方にのびる道を滑走路と呼んでいたがマク
リーン通りの方を滑走路と呼ぶことが多くなり、ICU高校の方の道をA滑走路、マクリーン通りを
B滑走路としたという説がある（未確認）】（A滑走路は、開いた覚えはあるんですが使い分けはし
たことない。（∋）

メイルボックスorメールボブクス

＜平板10人中0＞00◎◎◎◎○◎◎◎（8．5）レベル1．89
メイルorメール
＜平板7人中2＞◎◎◎◎◎◎○△（6．5）レベル1．2 9
メッセージボックス
＜平板 3人中0＞×△○△△△○△×◎（2）レベル1．33
［本館にある学生個人向けの連絡箱 または寮にある個人向け郵便受け メイルorメッセージ参
照】（メールボックスと言うより、メールと言う。（壬X至Xむ）（メッセージボックスは聞いたことない。
①）（メールボックスは外部の人に説明するとき使う気がする。②）「（人に貸した宿題やレポート
などを返してもらうとき）メールに貸したやつ入れといて。（卦」（メールの方が多い。相手が先生
だとメールボックスかな。（彰）（待ち合わせ場所を決めるとき「メールの前で…」とか、貸したノー
トを返してもらうとき「メールに入れてよ」などと使う。（9）（「メールを入れる」じゃなくて、「メー
ルに入れる」「メールのところに入れておく」と言う。E（三）⑧）（メッセージボックスだと、Offical
な感じがする。先生に対しては使う。（む）（メッセージボックスは、自分では使わないが、よく開く。
（む）（メールボックスじゃなくてメイルボックスという。この連絡箱をさしてメールとは私はしない。

私はメッセージボックスの方を使います。趣味の問題ですけど。メールというと私の場
ルのことなので、メールだけだと使いません。⑲）

＜平板1人中1＞×××「×「△△○（0・5）レベル1．50
［Mailメッセージボックスorメイルボックスに入れる文書 または本館にある学生個人向けの連
絡簿 または寮にある個人向け郵便受け メイルボックス参照］（メールと言うとメールボックス
メイルorメール

をさす。（D）（メイルはこの意味では聞いたことない。「メールの前で会おうね」「メールに入れと
いて」など、場所をさす。（妻X卦）「メールにいれておく。（互X亘X∋」「メールに入っていた。（む」（メー
ルに入れる紙はプリントなどと言う。⑧）
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メッセージ

＜平板 5人中0＞△×△00△◎○△◎（3．5）レベル1．40
［Messageメッセージボックス（メールポクス）に入れる文書 メッセージボックス（p．156）参照］

「メッセージを入れる。④」「メッセージを残す。⑤」（手紙をさしてメッセージという。⑦）「メッ
セージをメールに入れておくから。（紗」

メイルイレ メイル入れ

＜平板 8人中0＞×◎○△00◎◎○◎（6）レベル0．29

［メイルボックスにチラシを入れる作業］

ラウンジ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．70
［Lounge 休憩場 D館・E館・本館などにある］（ただラウンジというと本館のラウンジ。でも
D館のラウンジとどっちかな？と思う場合もある。④）（私はラウンジというと、D館のラウンジ
の意味が強い。（D）（D鮨、本館、N鮨のラウンジのこと。⑲）

セミナールーム

＜平板 7人中0＞△◎○△△○◎◎◎◎（6） レベル1．86
［seminarRoom 各専攻用の研究室］

ハイモン
ハイ門
＜平板1人中1＞
○××
（0．5）
ハイノウラモン ハイの裏門 ＜平板1人中0＞
○×△
（0．5）
ウラモン
裏門
○△○
（1）レベル1．0
＜平板2人中2＞
［（彰より ハイの裏門はキャンバスマップにはない］（ハイとは1CUハイのこと。ハイ門とは北口
の門。ハイの裏門とはICUハイにある校門。また裏門とは南口の門をさす。ハイ門とハイの裏門
は私が使っているだけだと思う。④）
△△△△×△△△△△（0）
キリダイ キリ大
［国際基督散大学の短縮名 近所の人やバスの運転手が使う】（ICU生は使わない。外で言われる。
②）（小田急バスの運転手がキリ大前と言うのを初めて聞いた。学内では使わないと思う。③）（聞
くと、うちの学校のこと言ってるのかな？と思う。④）（こんな言い方、知りません。⑤）（不動産

屋さんが、自分を大家さんに紹介したとき「キリ大の学生さん」と言っていた。それ
ツ用品店で、軟式野球の会場を知らせるのに、「キリ大野球場」と書いてあるのを見た。⑥）（聞く

と、なんとなく違和感を感じます。コッキリ大とも開きます。近所の人はICUでは分からないみ
たいです。⑦）（学内ではキリグイという響きを嫌う人がいると思う。⑨）（ICU生は使わない。学
外の人しか使わないんじゃないかな。⑲）

ゲーヒ

××××××△×××（0）

［近くの居酒屋「ひげ」】（場所はよく知っていますが「ひげ」と呼んでいる。③）

＝＝■■＝＝＝駅・地名■■■■■■■■■■■■■■■■■

キチ
ン′ヨ ￣■■ン′
ジョージタウン

＜平板 2人中0＞×××○××◎×××（1．5）レベル0．50
＜平板 3人中2＞△△00△△△×◎×（2）レベル0．67
××××××△△×△（0）
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［吉祥寺］（吉祥寺の駅にもジョージと張ってある。⑤）（ジョージは学内だけでなく学外の人にも
使う。⑨）（キチは聞いたことがないような気がする。⑲）

サカイ
ムサカイ

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．20
＜平板1人中1＞×××△××△○××吼5）レベル1．00

［武蔵境JR中央線の駅名］

シンコ

＜平板 6人中6＞○◎○△△◎△○×○（4）レベル0．83
［新小金井 西武多摩川線の駅名 歩いてICUに来るときはこの駅が一番近い］（この駅は普段使

わないが、話にはときどき出てくる。（∋）

ヒガシコ
ヒガコ

＜平板 9人中9＞◎○◎◎△◎○◎◎○（7．5）レベル0．78
×××△×××△××（0）

［東小金井JR中央線の駅名］

ムサシコ
ムサコ

＜平板 8人中8＞◎00◎△◎○◎△○（6）レベル0．63
＜平板 2人中2＞△××△×××△◎○（1．5）レベル1，00

［武蔵小金井JR中央線の駅名］

コレマサセン 是政線

＜平板4人中4＞○△○△×△△○◎（2．5）レベル1．75

［西武多摩川線 西武是政線とも呼ばれていたICU高校の生徒がよく利用する］（高校生がよく
使っている。③）（この線は使わないので呼び方も分からか、。前は黄色い電車とか言っていた。④）
（多摩川線ではピンとこない。（診）

■■■■■■■■■＝■■科目・コース名など＝…＝＝■■t
●●●語学必修科目

イーエルピー ELP
＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．90
［EnglishLanguageProgram l、2年生用英語教育プログラム A・B・Cのクラスがある］（1
年生のをELPと呼ぶ。（彰）（ELPのソフォモアイングT）ッシュに対して、ELPの1年生のプログラ
ムをフレマンイングリッシュと言うが、あまり使わない。⑧）

＜平板 9人中9＞◎◎◎◎△◎◎○◎◎（8．5）レベル1．33
［ELPの7 ログラム名］（始めにテストがあってA・B・Cと分かれる。できる人がC。プロAと
プロBはあまり違わないというイメージがある。⑨）
プロエー プロA

＜平板 9人中9＞◎◎◎◎△◎◎○◎◎（8，5）レベル1．44
［ELPのプログラム名】（開かれたらプロBと答えるが今は使ってない。（9）

プロビー プロB

プロシー プロC

＜平板 9人中9＞◎◎◎◎△◎◎（⊃◎◎（8．5）レベル1．44
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【ELPのプログラム名 4月入学者用のELPのコースだが留学経験者や帰国子女などで英語ので
きる人が入る】（SEAプログラムができたとき、SEA7 ロと7 ロCが混同して使われていたと思う。
入学した当時、プロCとSEAプロが混同して使われていて、どう違うのか？と思った。（D）（プロ
Cというと、英語ができるから科目数も確かちょつと減る。どっか外国行ってたとかいう人もいて、
すごいねえとか、別の人と話す。（参）

セクション
＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．80
【section ELPをA・B・Cのプログラムに分けて各プログラムでさらに20名前後に分けて作った
ものICUではクラスとは呼ばない］
シームorスイーム
＜平板10人中1＞◎◎◎◎◎◎◎00◎（9）レベル1．40
シーム（orスイーム）ライティング ＜平板 9人中0＞○◎◎△00◎00◎（6．5）レベル1．67
［ELPのコースの1つで小論文を書く授業 あるいは小論文そのもの］（シームじゃなくてスイー

ム。④）（シームとスイームの両方使う。⑥）（短く言うときはシームを、長く言うときはスイーム
ライティングと言う。⑧）（スイームじゃなくて、シームです。（亘）⑲）

エグゼンプト
＜平板 5人中2＞×（⊃○△△△◎○×◎（3．5）レベル1．40
エグゼンプティッド
○∴△ 【
［Exempt スペジャバ免除 9月生で日本語ができる人はスペジャバを免除される］（ェグゼンプ
ティツドで使う。スペジャバの免除だけでなくELPの免除でも使うような気がする。（参）（ELP免
（0・5）

除の人をさすと思う。（∋）（エグゼンプティッドも開いたことがある。⑦）

エクスキューズ

＜平板 6人中2＞○△×◎△△◎○◎◎（5） レベル1．33

［Excuse必修外国語コース免除 その学生］（これはエグゼンプトという言い方があると思う。（釘）

サマーコース

＜平板 6人中0＞△◎△◎×△◎○◎◎（5．5）レベル1，83
＜平板 4人中4＞×××○×△◎○×◎（3） レベル1．75
サマプロ
［summerprograminJapaneseLanguage 夏休みに行なうE］本語教育プログラム 現在はSumTrler
CourseinJapaneseになったがまだ昔の言い方が残っている1（このプログラムのことは知らない。
⑤）（今はサマーコースと言いますが、どちらを聞いても同じ意味にとると思う。⑧）

シープロ SEAプロ
＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎○◎◎（9） レベル1．70
［studyEnglishAbroadProgram海外研修プログラム1989年度から］（私も実際参加した。1年
次が夏休みだけ、2年次が夏から次の年の3月まで。提携校が毎年増えている。3年ぐらい前まで
は試験的にやっていた。③）（これとプロCが一時混同されて使われていたと思う。（∋）（最初は、

実験的に2年生以上にしていたが、次に1年生も行けるようになった。⑨）
エフイーピー FEP
＜平板1人中0＞×△△×△△△×◎△（1）レベル2．00
フレッシュマンイングリッシュ ＜平板1人中0＞××△△×△△△×○（0．5）レベル2．00

フレマン

×△×××△×△××（0）

［FreshmanEnglishProgram1989年まであった1年生に対する英語教育7 ログラム 現在のプロ
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グラムに対しても使う人もいるかもしれない］（フレッシュマンイングリッシュは先生の昔話とし
て開いた。FEPという文字は見たことあるような気がする。（弧）（ELPにフレッシュマンとソフォ
モアがあって、友達と話しているときは1年の方をフレマンイングリッシュということはある。あ
まり使わないけど。⑧）（昔の話をするとき使う。（9）（昔のコース。フレッシュマンイングリッシュ
のことをフレマンとは言わない。⑲）

ソフォモアイングリッシュ＜平板10人中0＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．90
＜平板3人中3＞
◎△◎＿○（2・5）レベル1．00
ソフォモア
［sophomoreEnglish ELPの一環で行う2年生用英語教育プログラム］（1年生でやるのはELP
と呼ぶ。（彰）（ソフォモア＜頭高＞は2年生という意味で使うが、ソフォモアイングリッシュの意
味で使うなら、ソフォモアを平板アクセントで言う。④）（ソフォモアの方をよく使う。⑤）（1年
生のときはELPという英語の授業がたくさんあって、それをまとめてELPと言う。2年生はソフォ
モアイングリッシュとスイームライティングの2つのプログラムだけになるので、それをELPと
は呼ばず、どちらかの呼び名で言う。（9）

ジュイエルビーJLP
＜平板10人中0＞○◎○◎00◎◎◎◎（8） レベル1．60
［JapaneseLanguageProgram 日本語教育プログラム］

スベジャバ

＜平板10人中10＞○◎◎◎00◎◎◎◎（8．5）レベル1．50
［specialJapaneseJLPの中のコース名］（El本人同士で話していて日本語の使い方が変だったと

き「スベジャバ取った方がいんじゃん？」などと言う。①）（スペシャルジャバニーズとは言わない。

⑤）（9月生の帰国子女で日本語があまりできない人がとる。⑤）
インテンスイブ
＜平板 5人中0＞×◎◎◎×△◎○△△（4．5）レベル1．00
［IntensIVeJapanese 集中日本語】（OYRなんかに、「インテンスイブとってる？」なんて話す。
インテンスイブとると、他の科目が全然とれないんで。②）（内容は知らないが、よく聞く。⑨）

アーベーフレンチ
アーベー

＜平板 5人中0＞××◎◎○△△○×◎（4）レベル1．60
＜平板2人中0＞＿○○△
（1）レベル1．00
［AVFrench 視聴覚教材を主に使うフランス語】（この言い方はおかしいんですよね。友達とも
話すんですが、アーベーというのはフランス語。エーブイフレンチと言わないんです。
くなりたい人たちがとる。フランス語1だけじゃなくて3まであって、それ全部をさしてアーベー
フレンチと言う。単にアーベーとも使って「アーペーのクラス」とか言う。過9時間ぐらいあって
結構ハードなんです。土曜の123とか1限から入っているので「アーベー、ハードでし上う」と
か話す。③）（このコースはとってないのであまり使わない言葉だけど、その話をするときは、アー
ベーフレンチと言う。（診）
●●●一般教育科目
ジュネードorジュネエド

ジーイー GE

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．80
＜平板1人中0＞××△△×△△△×○（0．5）レベル1．00
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［GeneralEducationCourses 一般教育科ElICUではバンキョーとは言わないICUの教養学部
を支えるプログラムの1つで学生の各自の学習進度に応じて4年間を通じて履修できる】（GEは
ノンジャバのOYIiの人が使っている。自分は使ってない。④）

バンキョー

＜平板1人中1＞○△△△△△△△△△（0．5）レベル1．00
［一般教養科目ICUでは使わないが参考として調査した］（これは学外の人と話すとき使います。
③⑨）（他の学枚の人が、バンキョーを使っているのを開いて何のことか分からなかった。④）（バ
ンキョーは全く使わない。（宣×9）（聞いたことない。（参）

インクリ
＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎○◎◎（9）レベル1．10
＜平板1人中1＞△△△△△×△○△△（0．5）レベル1．00
キリガイ
［lntroductiontoChrlStianity キT）スト教概論］（キ1）ガイもよく聞きますが、インクリの方をよ
く使う。⑨）

ジャバコン

×××××××△××（0）

【JapaneseConstitution 日本国憲法の授業〕（ケンポーという。⑬）
●●●保健体育科日

ヘルエド

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．20

［HealthEducation 保健理論］

スポサイ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．40

［sportsscience 体育理論］
＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．90
ピーイー PE
［physicalEducation 体育の授業 体育館を指して言う場合もある 建物・場所のピーイー参照］

ベーシック

＜平板 9人中0＞◎◎◎◎△◎◎◎◎◎（9）レベル1．67

［BasicExercise卜Ⅰ基礎体育のコース これをとらないと個別コースがとれない］（1年の時は
使ったかもしれないけど、今は全然使わない。（9）

チューキュー 中級
インターミディエイト
インタミ

＜平板 7人中7＞△◎0000×○◎△（4．5）レベル1．67
＜平板 4人中0＞×△×○××◎○×○（2，5）レベル1．75
○（0．5）

［Intermedlate 中級体育のコース 他のコースでもこれらの言葉が使われることがあるらしい］
（体育には、チエーキューの方をよく使う。（宣×9）（チエーキューよりインターミディエイトの方
が体育をさしてよく使う。④）（チエーキューは体育だけに対して使う。⑤）（どちらも体育に限ら

ず中級全体をさしている。ある科目を独立しては使わないと思う。体育で何かのコース
て、その中のどれというときはチエーキューという。（む）（レジボンではintermediateと書いてあ
るがチエーキューと言っている。（勤）（チエーキューというよりインターミディエイトと言います。
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体育に限らずインターミディエイトの略でインタミと言う。中級体育のコースをさして
ディエイトとも言う。⑲）
●●●学科の呼び名

デイヴィジョン

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00

［DivislOn 学科】

デパートメント

＜平板 3人中0＞×△×△×××00◎（2）レベル2．00

【Department 実際に存在する専攻 エリアメジャpと同じとは限らない］（学科をさすと思う。
この方がデイヴィジョンよりformalな感じがする。友達や仲間とはデイヴィジョンを使う。⑧）（ノ
ンジャバの先生と英語と日本語をチャンボンで話すとき使う。（9）（心理学のデパートメントとい
う言い方をする。⑲）
アイエスIS

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00

【DivisionofInternationalStudies 国際関係学科 92年度から創設】

エデュケ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．80

［DivisiomofEducatiom 教育学科】
エスエス SS

スス

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00
××××××××××（0）

［DivisionofSocialS亡iences 社会科学科］（ススは初めて聞いた。⑲）
エヌエス NS

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00

［Division of NaturalSciences 理学科］

ヒューマこ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00

［DlVision ofHumanitleS 人文科学科］

ランゲ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．90

［DivisionofLamguage 語学科］
●●●専門教育科目間蓮

メジャー
エリアメジャー
エリア

＜平板 9人中9＞◎◎◎◎00◎◎△◎（8）レベル1．67
＜平板 6人中0＞△×◎◎○△◎（⊃◎△（5）レベル1，33
＜平板1人中1＞××××××◎△××（1）レベル1，00
［AreaMajor 専攻科日］（専攻科月ともいう。③）（専攻という。⑥）（メジャー＜平板＞を一番

よ〈使う。⑧）（いつもエリアメジャーと言う。⑨）（メジャー＜平板＞か専攻かどちらか。⑲）
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エレクティプorイレクティブ ＜平板10人中9＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．70
［Elective 選択科目］（私はエレクティブ＜中高＞と言うが、会話の中でエレクティプ＜平板＞と
言う人は多い。⑤）（他の学校の人に話すと、何それ？という顔をされる。⑤）

フアンデ
ファンデーション

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎○◎（9．5）レベル1．60
＜平板 3人中0＞△△△××△△◎○（⊃（2）レベル2．00

［FoundationU【lit 学科単位できめられた必修基礎科目のこと］（主にフアンデの方が多い。77
ンデーションはformalな感じ。（卦）（ファウンデーションです。⑲）

アドバンスト

＜平板 8人中3＞△○◎◎◎△◎◎◎◎（7．5）レベル1．50

【Advanced 300香代の上級のコース］（これは特に音楽がメジャーの人に多いんじゃないですか。
300香代の特別研究のこと。「4限めはアドバンストのクラスだから」とか言う。300香代以上のコー
スで、コースオファリングスでAdvanced Studiesinなになにで始まっているもの。ヒューマニ
はどの専攻でもアドバンストがある。（卦）（アドバンスト＜平板＞とは言わない。（9）

アート
ビジュツケ一 美術系

＜平板 2人中0＞××◎××××○△×（1．5）レベル0．50
＜平板 2人中2＞△××△××△00×（1）レベル2．00

［ArtandArchaeology 美術・考古学専攻のコース］（ヒューマニの人の中ではわりと使うと思う。

アートがメジャーじゃない人でも好きでとっている人がいる。たとえば、「今学期は
スとる？」とか。美術系というと美術系のクラブをさす。（卦）
イーティーシー ETC

XXO△××△△△△（0．5）

［EducationalTechnologyandCommunieatlOnS 教育工学・コミュニケーション 教育学科の専攻
の一つ］（昔はよく使ったんですが今は使いません。③）
●●●専門科目の呼び名

インイン

＜平板 5人中5＞○××◎×◎◎○×△（4） レベル1．60

［JntroductiontoEnglish 英語学概論］（語学系の授業のことは取ってないので知らない。㊥）

インケミ

××××△××△△×（0）

［lntroductiontoChemistry 基礎化学］（聞いたことはある。もし使うとしたらインケミと言うと
思う。⑨）（今はインケミなんですかね。これは聞いたことがない。ちょっと前まではファンケミ。
⑲）

インコミ

×××××××△×△（0）

［IntroductiontoCommunication コミュニケーション学概論 89年度まであったコース］

インジャバ

＜平板 7人中7＞◎×○◎△◎◎△◎○（6）レベル1．29

［Introduction toJapanese 日本語学概論］

ー163一

インバイ

＜平板 2人中2＞×××△○×△△◎×（1．5）レベル1．00

［IntroductiontoBiology 生物概論 この科Elは現在開設されているかどうか不明 他にヒューマ
ニの基礎科目の聖書学概論もインバイという］（今はこういう言うんですか。私はバイサイです。⑲）

インバイ

＜平板 4人中4＞××○△○×△△◎○（2．5）レベル0，50

［IntroductiontoBible 聖書学概論 他に生物学概論もインバイという］（インバイといきなり開
けば、聖書学概論の方だと思う。（宣X互X亘X勤）（これは、ヒューマこの人から聞く。⑦）

インフレ
インフラ

＜平板 2人中2＞○××◎×△×△×△（1．5）レベル1．50
×××△××△△××（0）

［IntroductiontoFrench フランス語学概論］

インラン

＜平板 9人中9＞◎○◎◎△◎◎○◎○（7．5）レベル1．00

［IntroductiontoLangtLage 言語学入門］

インリン

＜平板 6人中6＞△××◎△◎◎○◎○（5）レベル1．00

［IntroductiomtoLinguistlCS 言語学概論 この科目は現在開設されているかどうか不明］

エドサイ

×××××××△×△（0）

［EducationalPhyco10gy 教育心理学］

ジェネサイ

＜平板 4人中4＞××△○△×◎○◎△（3）レベル0．75

［GeneralPsyehology 一般心理学］

ジュ不フイ

＜平板 2人中2＞×◎××△×△△×◎（2）レベル1．00

［GeneralPhysics 物理学概論】

ファンケミ

＜平板 2人中2＞△△××△××△◎◎（2）レベル1．50

［FoundationofChemistry 基礎化学】（ファンケミラボとか言って使っている。⑲）

フアンケミラポ

○（0．5）

［FoundatlOnOfChemistryLaboratory 基礎化学実験】

マスコミ

＜平板 2人中2＞×××△×△◎△◎×（2）レベル1．00
コミュニケーション概論］

［MassCommunlCation マス・

リニアル
リニアー
［LlnearAlgebra 線型代数学

カリキュラス

＜平板1人中1＞△×××△××△◎×（1）レベル1．00
＜平板2人中2＞＿◎△×
◎（2）レベル0・00
］

＜平板2人中0＞＿◎＿△×
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◎（2）レベル0・50

［calculus 微分積分学］

アドカル

＜平板2人中2＞◎一△×

◎（2）レベル0．50

【AdvancedCalcuIus 解析学概論］

フィジケミ

＜平板1人中1＞

＋

△×

◎（1）レベル1．00

＜平板1人中1＞

＋＿

△×

噂（1）レベル1．00

［physiealChemistry 物理化学］

ペースタ

［BasieStudiesinPhysies 物理学演習］

エレコム

＜平板1人中1＞仙△×＿＿昭
［ElementaryComputer コンピュータ基礎］

フアンバイ

＜平板1人中1＞△×＿＿眉

（1）レベル1．00

（1）レベル1．00

［FoundationofBiology 基礎生物学］

パイサイ

＜平板2人中2＞◎△×＿

◎（2）レベル0．00

＜平板1人中1＞＋△×

◎（1）レベル1．00

［BiologicalScience 生物科学］

ベーコン

【BasicConceptsinModernMathematics 数学通論］

プリフイ

＜平板1人中1＞◎

（1） レベル1．00

［prlnCipleofPhysics 物理学概論］

インフォメ
＜平板1人中1＞＿◎
［InformationScience 情報科学］

（1） レベル0．00

●●●その他

ラクショ・一カモク

＜平板 7人中0＞○◎○◎△△◎△◎◎（6）レベル0，83

イーズィーエー eaSyA

＜平板 2人中0＞◎△△×××◎×××（2）レベル1．00

チョラク
ラクショ・一
ドラクショー

＜平板1人中1＞ 「

◎△△

＜平板1人中0＞∴△Or
△×＿

△（1）レベル0．00
◎（1．5）レベル1．00
△（0）

［楽にAがとれる科目 チョラクのチョは超が短くなった音］（イーズィーエーは大学に入って友
達から覚えた。（D）（イーズイーエーは聞いたことない。③）「この科目どうだ？」「チョラクだよ。
（彰」（ラクショーカモクやチョラクは、他の大学でも使うと思う。④）（あのコースは楽だねとは言
うけど、これらの言葉は使いません。（参）（イーズィーエーは聞いたことない。ドラクショーとかチョ
ラクなコースというのは聞く。⑲）
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−バンダイ 一番代

＜平板10人中0＞◎◎◎◎00◎◎◎◎（9）レベル1．60

［100香代とか200香代など その授業のレベルの高さを表わす］
■■■■■■■＝＝■■■学年の呼び名■■■■■■■■■■■■■■■■

フレッシュマン
フレマン

＜平板 8人中0＞△◎◎◎△○（⊃00◎（6）レベル1．88
＜平板 7人中7＞△○◎○△△◎◎○◎（5．5）レベル1．14

［Freshmanl年生 Frと表記することもある］（学年は1年、2年…という日本語の方を使います。
①）（「1年」「2年」は日本語でも使うが、他の学年は英語のほう。③）（学年は日本語の「1年生」

を使います。フレマンって言う人もいるけど、これってアメリカの言い方なんですよね
たときにイギリスの人はフレマンとか言わない、1年生、2年生と言うと聞いたので、なんとなく
クセでフレマンとか使わないんです。使っている人はいっばいいますけど。（参）（学外では1年、
2年…も使うけど。⑦）

ソフォモア

＜平板 8人中6＞△◎◎◎△◎◎◎◎◎（8）レベル1．88

［sophomore 大学2年］（ソフォモア＜頭高＞です。④）（2年生とは言わない。⑨）

ジュニア

＜平板 8人中7＞△◎◎◎△◎◎◎◎◎（8） レベル1．88
［Junior 大学3年］（ジュニア＜平板＞は言いません。⑥）（ジュニア＜平板＞＜意高＞のどっち

でも使う。⑲）

シニア

＜平板 8人中7＞△◎◎◎△◎◎◎◎◎（8）レベル1．88

［se山or 大学4年］（シニア＜平板＞＜頭高＞のどっちでも使う。⑲）
ゴニヤorゴニア

＜平板 8人中8＞△◎◎◎○△◎◎◎◎（7．5）レベル1．22

ゴイヤ

×××△×××△××（0）

［大学5年］（ゴニヤは日常的に使う。④）（ゴイヤは初めて聞いた。⑲）

ムニヤ
ムリヤ
ロクニヤ

＜平板1人中1＞×△×△××△△◎△（1） レベル2．00
×△△△×△×△×△（0）
＜平板1人中0＞

○＿（0・5）レベル0．00

［6年生］（6年生はあまり見ないので使わない。（9）

ナニヤ
シチニヤ

＜平板1人中1＞×△×××△△△◎△（1）レベル1．00
＜平板1人中0＞

○ （0．5）レベル0．00

［7年生］

ヤメニヤー
ヤメヤ
ハチニヤ

××××××△△××（0）
＜平板 2人中1＞×△△××△△○◎△（1．5）レベル0．50
＜平板1人中0＞

［8年生］（ヤメヤをよく使う。⑧）
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（⊃ （0．5）レベル0．00

■■■＝＝■＝■■■人の呼び名■t■■■■■■■■■■■■■■■
●●●個人名

エヌエスノサイカズ NSのサイカズ＜平板1人中0＞×△××△×△△△◎（1）レベル0．00
＜平板1人中1＞△ 【 △×＿△◎（1）レベル0．00
サイカズ
［NSの先生の呼び名］（私は日本語のフルネームでこの先生は呼んでいる。サイカズと聞けば、
NSの学生なら誰か分かる。この先生、今年でやめちゃうんです。（参）（開けばあの先生だと分かる。

（む）（サイカズというとNSの斉藤一夫先生だと思う。ヒューマこのサイトー先生をサイカズとは
呼ばない。⑨）（サイカズだけでも使う。⑲）

オッタン

＜平板1人中0＞××△×××△△◎△（1） レベル1．00

［ある先生の呼び名］

キョクチョ一 局長

＜平板 5人中5＞×△000×◎×】◎（3．5）レベル1．20

［学内のD館にある郵便局の局長さん］（「さん」をつけて言う。⑦）

ササピー

＜平板 2人中0＞××△△△△◎△◎△（2） レベル0．50

［ある先生の呼び名］

シンサン

＜平板 5人中0＞△△◎△×○◎×◎◎（4．5）レベル1．20
【ある教師の通称］（シンさんという呼び名は、先生方も使っている。学生が先生に対して直接こ

う言うことはない。（彰）（かなり先生方も使っている。（彰）

ティナタナオバサンorティナオバサン ＜平板4人中0＞×◎◎◎△△△×」○（3．5）レベル0．50
［食堂のおばさん ティナ・ターナーに似ていることから −オバナヤンとも言う］（誰のことか
全然わからない。①）（ティナおばさんは、よく使います。寮生の中だけだと思う。②）（ティナタ
ナおばちゃんという。（享）⑲）（ティナおばさんという。④）

フジチュー

＜平板 9人中0＞◎◎◎◎△○◎○◎◎（8）レベル0．78

［ある先生の呼び名］

サイトーミッチャン

ミッチャン
オッミチャン

＜平板 7人中0＞××◎◎△○◎◎◎○（6） レベル1．14
＜平板 6人中1＞××△○×○◎○◎○（4）レベル1．17
×××××××△△（0）

［ある教師の愛称］（サイトーチャンを一番よく使う。（卦）

リンパバ

＜平板2人中2＞××△×××◎△

［故RichardLinde先生の愛称］

ワッシー

＜平板 8人中0＞△△◎◎00◎◎◎○（6．5）レベル0．88

一167−

【wasilewski先生 名前の発音が難しいため］
ノリエガショーグン ノリエガ将軍
ガクショクノオヤジ 学食のおやじ
ガクショクテンチョー 学食店長

△× 」

△（0）

△△】

○（0．5）レベル0．00

×△

△（0）

t食堂の店長1（ノリエガ将軍は、ごくまれに昔の人が使っていた。今は使わない。今でも学食の
おやじとは言う。⑩）

カナピー

△×

（0）

△×

（0）

［ある先生の呼び名】（この授業をとったとき、周りの人が言っていた。⑤）

ニコテャン
［ある先生の呼び名1（かげで言っている人はいる。イメージは分かる。⑤）

パンコ

（未調査）

［ある先生の子供をさす］
●●●〜族、−ジャバ

エヌカンゾク N館族
＜平板 5人中0＞△△△◎○△◎◎×◎（4，5）レベル1．00
［N館で時間を過ごすことが多いNSの学生］（自分がN館族なんでこの言葉はあまり使わない。
NSの学生はほとんどN館ばかり通っていて他の人と会わないから。②）「N館族だから、帰りが遅
い。（D」

シバ7ゾク 芝生族
＜平板1人中0＞××××××◎××（1）レベル2．00
バカヤマゾク バカ山族
○（0．5）
［バカ山の芝生にいることが多い人］（芝生にいることが多い人と言うより、芝生にいる人を指し
て言う。（訓（バカ山族と言います。お昼すぎぐらいになると、パカ山にいっぱい寝ころんでいる人。
⑲）

デイーカンゾク D館族
＜平板 9人中0＞◎○◎◎◎△◎◎○◎（8）レベル1．25
［D館で時間を過ごすことが多い学生 音楽や演劇などをやる学生がよくここで練習する］「あの
人、D館族だよ（オタッキーだというときに言ったりするが、あんまり深い意味もなく使う）。①」
（ラウンジでたむろしている人や、ムムスとかで練習が忙しくてD飴にこもってしまう人。④）（D
館ラウンジ付近にいて、かたまって話をしている人と、音楽系で音楽とか芝居をしている人の2つ
の意味がある。⑲）

トショカンゾク 図書館族 ＜平板1人中0＞△×△××××△×◎（1） レベル1．00
［図書館で時間を過ごすことが多い学生］（最近はあまり使わない。③）
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ホンカンゾク 本館族
＜平板 3人中0＞×△××××00×◎（2）レベル1．00
［本鮨にたむろしている学生 または本焦（捜業）以外は学校に来ない学生1（本館のラウンジで
たむろしている人をさしていると思ってました。⑦）（学校に来るのは勉強だけという人。友人と
のつき合いを校内ではしない人。⑧）（授業以外では大学に来ない人。⑳）

ノンジャバ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．70
［NonJapanese 外人という言葉を嫌って作られた日本人以外の人の稔称 初代学長が「lCl〕に外
人なし」という考えで使ったという説もある 「ノンジャバの先生」のようにノンジ
も使う］（ノンジャパニーズとも言う。⑲）

ジュンジャバ 純ジャバ

＜平板 7人中7＞◎00◎△△◎○△○（5）レベル1．14

［特に海外生活の経験のない日本人］（「あの人、ジュンジャバでしょ。」とか開くが、自分は使わ
ない。（釘）

ハンジャバ 半ジャバ

××△×△×△××△（0）

［帰国子女（九月入学）でも特に海外生活の長い人］

ヘンジャバ 変ジャバ

＜平板 3人中3＞×△△○△△◎○△△（2） レベル1．00

［変な日本人のこと 帰国生のことをさすことが多い］（帰国生が多いと言うのは、確かにそうだ
と思う。（彰）（こういう言い方、私はしないがよく開く。⑨）

ホンジャバ 本ジャバ

＜平板 2人中1＞××××××（⊃（⊃××（1） レベル1．00

【特に海外生活の経験のない日本人］
●●●教巾眉関連

アドバイザー
ボス

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00
×××××××△××（0）

［Adviser 各学生につく担当教授または指導教官 学生のほうをアドバイジーという］

アソシュイト

×××△×△△△××（0）

［AssociateProfessor 準教授］

キャクイン 客員
ビジティング

＜平板 3人中3＞×××××××○◎○（2）レベル1．67
＜平板 2人中2＞××××××00×△（1）レベル1．00

［visitingProfessor 海外からの客員講師や研究員］

ファカルティー

＜平板 6人中5＞△◎△○△△○◎◎◎（5）レベル1，67

［Faculty 教授会メンバー（教授・準教授■助教授）常勤でも講師は含まない］（先生をまとめ

て呼ぶときファカルティーと言っている。教授、準教授・・・なのかはあまり考え
はファカルティーには入れない。②⑧）（自分たちは知っていてもこの言葉は使わないかもしれない。
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ファカルティーミーティングという言葉は先生方からよく聞く。（卦）「あの人は、ファカルティなの？

（この学校の先生なの？という意味で）④」（常勤の講師は含まないということは学生の間では知
られていないと思う。先生方がファカルティーとよくおっしゃるし、バイト先の教務
う。学生はあまり使ってないと思う。⑦）（ある特定の人をさしてファカルティーとは言わない。⑧）

「ファカルティーミーティングで休講だ。⑧」「ELPのファカルティーに話す。⑨」（教授陣全般
を指す。講師は含まないという定義はあるが、ELPのスタッフをファカルティーと言っているから、
定義の意味では使ってない。⑲）

ディーン

＜平板1人中0＞×××△△△△△×（⊃（0．5）レベル2．00

［Dean 教養学部長】

リープ

＜平板 9人中7＞◎◎◎◎◎◎◎◎△◎（9）レベル2．00
［FacultyResearchLeave 先生の有給研究休暇 サバティカル（Sabbatical）という言葉は聞かない

「先生は来年リープだ」などという］（リープ＜頭高＞と言う。⑤）

ベティパパ

＜平板1人中1＞ ○ ××
（0．5）
［教務課の人 ペティションパパという言葉から ペティションの受け付けに厳しい］（教務課と

いうのはイメージがあまりよくないです。（9）
●●●学生関連
アイシーユーセーICU生

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎○◎◎◎◎（9．5）レベル2．00

［国際基督教大学の学生の自称］
アイシーエーカップルICUカップル＜平板4人中0＞××00△×◎○△（2．5）レベル1．25
［ICU出身で配偶者もICU生の人］

アドバイジー

＜平板 9人中9＞00◎◎△◎◎◎◎◎（8）レベル2．00

［Advisee アドバイザーの指導する学生］「−先生のアトバイジーなんだ。⑨」

アマ
アマチャン

×△××××△×××（0）
（⊃

（0．5）

［世の中を甘く見ている人のこと 寮で使われるという］（アマチャンとかは言う。②）（多分男子
寮生がよく使っていると思う。（む）

インセ一 院生

＜平板10人中10＞○◎◎◎◎○◎◎◎◎（9）レベル1．70

［大学院生］

トランスファー
＜平板 9人中7＞△◎0000◎○◎◎（6．5）レベル1．67
〔Transfer 在学中に他大学へ代わること または転入本科生のこと］
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キコクセ一 婦国生
キコク
帰国
りターニー
リターンズ

＜平板 5人中0＞○△○◎×△△◎×◎（4）レベル1．60

◎○

＜平板 2人中2＞

（1．5）レベル1．50

＜平板1人中1＞＋××′

○（0・5）レベル0．00
×××××××△△×（0）

［帰国子女の学生 ヘンジャバとも呼ばれることがある］（キコクセーじゃなくて、キコクだけで
使う。）「あの人、キコクなの？（D」（学外の人がキコッティーと言っていた。（卦）（帰国子女のこと

をキコクとは言うが、本人に向かっては言わない。⑤）「あの人の考えてることって、よくわかん
ないよね。」「あ、あいつ、キコクやからなあ。⑥」（リターニーだったら使うことがある。⑲）

セプテン
クガツセー 9月生

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．50
＜平板 9人中0＞00◎◎◎○◎◎△◎（7．5）レベル1．約
セプテンバー
＜平板 5人中5＞△00△×△◎◎△◎（4）レベル1，60
［september 9月入学者］（セプテンの方が多く使う。①）「あの人、セ7 テンっていうけど、セ
プテンっばくないね。（彰」（セプテンバー＜平板＞＜中高＞の両方使う。⑲）

セプテンバー
×××××××△×△（0）
［september十バp 9月入学者を蔑視した表現］（セ7 テンはセプテンの中だけでかたまる傾向は
あると思うが、こうした表現は知らない。（夏X卦）（9月生は書類選考だから入りやすいという曝は

聞く。③）（日本語の通じ方が最初の一学期くらいは苦労するのと、英語のできない人もいないわ
けではないので。⑦）（あまり聞かない。エイプリルバーもいます。⑨）（昔ちらっと聞いたことが
ある。⑳）
シガツセー 4月生

エイプリル

＜平板 7人中0＞×○×◎◎○◎◎△◎（6）レベル1．86
＜平板 9人中9＞○◎◎◎△○◎◎◎◎（8）レベル1．89

［ApriI4月入学生】

セクメ
セクションメイト
セクメイ
セクメン
アクメ

＜平板 9人中9＞◎◎◎◎△◎◎◎○◎（8．5）レベル1．33
＜平板 6人中0＞○△◎△×○△000（3．5）レベル1．67
＜平板1人中1＞××××○××△××（0．5）レベル1．00
××××××△×××（0）
××××××××××（0）

［sectionMate ELPのいわゆるクラスメイトICUではクラスは科目の意味で使う］（私はセク
メイが一番多い。⑤）（先生か誰かがセクメンと書いてたか言ってたと思う。⑧）（セクメがセクメー
とのびるかどうか意識してない。⑧）

ナル
ナルチャン

＜平板1人中0＞△△××××△○××（0．5）レベル0．00

◎＿

（1）

［Nar亡1SSist ナルシストの略 寮で使われるという］（ナルちゃんの方がよく使うと思う。⑧）「あ

の人は、ナルだから。⑧」

ハイアガリ ハイ上がり

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎○◎◎◎◎（9．5）レベル1．10
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ハイネーチャンズ
××××××△×××（0）
［ICU高校からの推薦人学者 または単にICU高校出身者］（推薦入学かそうでないかは、区別し
てないけど、どっちかというと推薦の人が多いと思う。（参）（誰かの自己紹介を開いたときICUハ
イから来たと言ったので「あ、ハイアガリか」と言う。⑥）（ハイアガリは、推薦人学者を中心と
したICUハイから来た人。ハイネーチャンズは、ハイのネイチャーとハイのネーチャンとかけた
ものかと思う。（∋）（ハイアガリは、たんにその出身者をさす。（む）

フォーイヤー
＜平板 3人中2＞××××××◎○×◎（2．5）レベル1．33
フォイヤー
＜平板1人中1＞
◎××
（1）レベル2．00
［FourYears 4年間いる日本人以外の学生、本科学生］（ノンジャバで、OYRでなく4年間いて
卒業する人。フォーイヤーじゃなくて、フォイヤーと言います。④）（フォイヤーは場所のことを
さします。（9）

フレンズ
＜平板2人中0＞△△△×××◎×○（1．5）レベル0．50
［卒業生などで会費を払い図書館を利用する人］（掲示などに書いてあるのを見たことがあるよう
な気がする。（参）

レコメン

＜平板 2人中2＞×××△××○△△○（1） レベル1．50

［Recommended 推薦入学した人］（最近言い出したと聞いている。（勤）

レギュラー
＜平板 4人中2＞×△×○××◎◎×◎（3．5）レベル1．75
［RegularStudents 転入本科学生を含め、ICUで学士号を得ることを目的として入学した学生］（あ
まり開かない。（9）

エクスチェンジorイクスチェンジ ＜平板10人中5＞◎◎◎◎◎○◎◎◎◎（9．5）レベル2．00
［Exchange 交換留学 交換留学生］「あの学生はエクスチェンジでICUに来ている。⑤」「エク
スチェンジで留学する。（9」（交換留学という言葉は使わないと思う。（9）「あの人はエクスチェン

ジだ。⑤⑧」「あの人は、今年エクスチェンジする。⑥」
オーワイアール OYR
＜平板 9人中0＞◎◎◎◎△◎◎◎○◎（8．5）レベル2．00
XXX△×××△×△（0）
オーワイアー OYR
ワンイヤーOrワンイヤorワンヤ ＜平板 5人中2＞×△△×○△◎00◎（3．5）レベル1．20
ワンイヤーレギュラー
＜平板 3人中0＞×△△××△◎○×◎（2．5）レベル1．67
［one−Year−RegularStudents l年本科学生 1年間ICUに留学して来ている学生】（最初に
OYRと覚えたあと、これは何の略なのと聞いてワンイヤーレギュラーという言葉を覚えた。⑤）（先
生と話すときはワンイヤーレギュラーを使う。⑦）（オーワイアールを一番よく使う。⑧）（オーワ
イアールかワンイヤーを使う。（釘）（ワンイヤーかワンヤ。⑲）

オーデイツト
＜平板 2人中0＞××△×○×◎△△△（1．5）レベル2．00
オーデイター
＜平板1人中0＞
○（0．5）
［creditAuditors 聴講生 または聴講】（オーデイター＜平板＞も使う。⑬）
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リコーセ一 葉生

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．90

［学内の寮に住んでいる学生］

リヨーガイセー 寮外生

＜平板 3人中0＞×◎△◎××◎△×△（3）レベル1．33

［学内の寮に住んでない学生］「（寮祭のときに演劇をやるとき寮生と区別して）リコーガイセーも
呼ぼう。（∋」（寮の中でしか使わない。（∋）

スイート

××××××△×××（0）

［優しい人のことを指してこういう 寮で使われるという】（男子寮生が劇とかふざけたときに女性

に対して使う。ふざけた感じと優しい人という意味で「ありがとう」と言うときに使
に言うと嫌がられる。うまく説明できませんが…。（∋）

ヤミー

＜平板 2人中0＞×××◎××○×××（1．5）レベル0．50

［病気にかかっている人 寮で使われるという】「−さん今、ヤミーだよ。④」（掛こ寮で言う。他
の寮では分からないが、第四女子寮では使う。寮外ではあまり使わないかもしれない。（む）
コクサイ モトコ 国際 基子 ＜平板1人中0＞×△△△△△△△△△（0）
［申込書などのサンプルとして使用する仮の名前 他にキリ子・キリ太・教子・花子］（見たこと
はあるが、会話では使いません。（蔓）甘）

ヘルパー

○

（0．5）レベル2．00

【実験のヘルパー またはICU祭実行委貞会の準委員］（私の場合は、ICU祭のヘルパー。⑥）

ラボネーチャン ラボニーチャン

◎（1）

【⑲より】（ラボのヘルパーをラボネーチャン、ラボニーチャンと呼ぷ。⑲）

ノジラー

（未調査）

［毎年行われる野尻湖キャンプに参加してはまった人 次の年のキャンプにはリーダーになって参
加したりする1

■■■■■■＝＝＝■学期・時間割■■■■●■＝■■■■■■■
ハルガッキ 春学期
＜平板9人中0＞◎◎○◎◎◎◎◎」◎（8．5）レベル2．00
［1学期（4月から6月）］（1学期、2学期、3学期の方を私はよく使う。③）（数字の学期と同
くらい使う。（9）

アキガッキ 秋学期

＜平板9人中0＞◎◎○◎◎◎○◎◎（8）レベル2．00

［2学期（9月から11月）】（私はよくこのほうを使います。（D）

フユガッキ 冬学期

＜平板 9人中0＞◎◎○◎◎◎◎◎ ◎（8．5）レベル2．00
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［3学期（12月から3月）］
アサイチ 朝1

＜平板 6人中0＞○◎○◎△○△△×○（4）レベル0．83

イチゲン 1限

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．70

［朝1時限めの授業】

ニーサン

＜平板 6人中0＞◎×△◎△◎◎△◎◎（6）レベル1．17

［2限から3限にわたる授業］

シゴ
ヨンゴー

＜平板 6人中1＞○×○△△◎◎△◎◎（5）レベル1．17
＜平板1人中1＞×××△×△×○×△（0．5）レベル1．00

［4限から5限にわたる授業］

ゴ ロ

＜平板 9人中0＞◎△◎◎○◎◎◎◎◎（8．5）レベル1．22

［5限から6限にわたる授業］

＜平板10人中6＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1，70
ゴロチ
［5限から6限、7限にわたる授業］（ゴロチ＜頭高＞とゴロチ＜平板＞の両方使う。④）（ゴロチ
＜平板＞も使うけどゴロチ＜頭高＞の方が多い…でもやばり、その時によって両方同じくらい使っ
ていると思う。⑧）（ゴロチ＜頭高＞じゃなくて、ゴロチ＜平板＞。⑲）

ゴロチッバ

＜平板 2人中1＞××××××△△◎◎（2）レベル1．00
［5、6、7、8限にわたる授業］（NSの人がよく使う。⑨）

シゴロ

＜平板 7人中5＞◎△◎△△◎◎◎◎◎（7）レベル1．29

［4、5、6限にわたる授業］

シゴロチ

＜平板2人中0＞＋△◎
◎（2）レベル1．00
クガツセ一 九月生
＜平板 9人中0＞00◎◎◎○◎◎△◎（7．5）レベル1．89
［4、5、6、7限にわたる授業］（大学の授業時間帯としては4・5・6・7阻まである。⑲）

シゴロチッバク

＜平板1人中0＞＋××＿【眉
（1）レベル0．00
【4、5、6、7限にわたる授業が実験などで延びてもっと遅くなった場合】（実験系は8時過ぎ

までなってしまうので。⑲）
サンニーサン 3、2、3

カーモクモク 火木木
カモク
カモクノサンニーサン
カモクノニーサン
カモクノニサン

＜平板 3人中0＞×××◎×△◎××◎（3）レベル1．00
＜平板1人中0＞××××××△△○×（0．5）レベル0．00
＜平板 7人中7＞○△◎◎（⊃（⊃△（⊃（⊃×（4．5）レベル0．71

＜平板3人中0＞◎＋○＿○＿◎（3）レベル0．00
0（0．5）
○ （0．5）
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カモクノニサンゲン

○

（0．5）

［火曜の3限から木曜の2・3限にわたる授業］（カモクで意味は通じるけど、カモクノサンニー
サンをよく言う。①）（カモクのニサンゲンを使っている。⑥）（カモクの2、3限でなくても火木
に授業があるならカモクと言う。⑦）（カモクノニサンとも言うが、あまり意識してない。⑧）（カ
モクだけでこういう言い方するのは初めて。カモクノニーサンとも言う。⑲）

コメヨン
スーパー

＜平板 2人中2＞×××××△△00△（1） レベル1．00
＜平板 2人中0＞××××○△○△×△（1）レベル0．67

スーパーヨゲン スーバー4限 ＜平板 4人中0＞△×△△△△◎000（2．5）レベル1，25
ヘンソクヨゲン 変則4限
ロングヨゲン

ロング4限

ロンヨン
スーパーフォー
スーパーフォース
ロングフォー

××××△××△××（0）
＜平板 5人中0＞△△×○△△000◎（3）レベル1．25
×××××××△△×（0）
＜平板7人中0＞◎◎◎00◎◎△】△（6）レベル1．00
＜平板1人中0＞＿
×××＿○＿×（0・5）レベル1．00

＜平板7人中0＞◎000◎◎○△（5）レベル1．00
【火・木曜にある長い4限コメヨンは＊印があることから］（私はスーパーフォーかロングフォー

を使う。①）（スーパーフォーは聞くが使わないと思う。スーパーフォースは使う。4限は英語で
フォースだから。これらの言葉をいくつか使いまわしている。⑧）

サンサンサン

＜平板1人中0＞△△

◎（1）レベル1．00

［月・水・金の3限にわたる授業 または火・木・土の3限にわたる授業］

＜平板1人中0＞△△＿

◎（1）レベル1．00

［月・水・金の2限にわたる授業 または火・木・土の2限にわたる授業］

＋ 】

ドヨーノイチニーサン

×△

△（0）

［土曜日の1・2・3限にわたる授業］（聞かないことはないが、何の科月かよく知らない。⑤）（こ
の授業をとる人は使う。NSの科巨＝こある。⑲）
■■●■■＝■■■■■■■授業・試験関連■■■t＝＝■■■■■■
●●●科目登録関連

コースオファリングス
レジボン レジ本

＜平板10人中0＞○◎◎○◎00◎○◎（7．5）レベル1．89
＜平板 9人中9＞△◎◎◎◎◎◎◎○◎（8．5）レベル1．13

［courseo汀erings 各学期の授業リスト レジ本はその別名］（コースオファリングと言う。語尾
の「ス」は入れてない。④）（先生にレジ本とは言いにくい。⑤）（レジ本の方がよく使う。（亘X互）丑）
（仲間内だとレジ本を使う。⑧）（コースオファリングスも使うけど、レジ本というのが一般的だ
と思う。（勤）

レジ

＜平板10人中1＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．80
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［Registration 科目登録各学期ごとに登録する］

レジビ レジ日

＜平板 9人中0＞◎◎◎◎△◎◎◎◎◎（9）レベル1．25

［レジの日 各学期のはじめの科月登録の日 この日に登録をしない場合はレイトレジになる】（先
生にはレジの日って言うかもしれません。（彰）

レジバイ

＜平板1人中1＞

◎（1）レベル0．00

［レジのアルバイト 科目登録の8は一日だけだが全学生が来るので学生アルバイトに受け付け事
務を任せる］（ラグビー部が主にやっている。⑲）

リレジ

＜平板 9人中9＞◎◎◎◎△○◎◎◎◎（8．5）レベル1．22

［Re−registration 科目登録の変更任意にレジの一週間後に行なう］

レイトレジ
＜平板 8人中0＞○◎△○△○◎◎◎◎（6．5）レベル1．63
［LateRegistration レジストレーションに遅れた場合お金を払って行なうレジ］

ハンティング

×××××××△××（0）

［courseHunting コースハンティグ学期の始めに授業をとるか決めるために授業に出る］
＜平板10人中9＞○◎○◎◎○◎○◎◎（8）レベル1．60
リテイク
［Retake 成績を上げるための再履修］（前回不可のときはリピートだが、リテイクとも言うかも
しれない。⑥）

リピート
＜平板 7人中6＞×△◎◎00◎◎△◎（6）レベル1．71
［Repeat 前回不可だったための再履修］（リテイクとリピートは意味が違うと教務課で言われた
ことがある。混乱している人もいる。（卦）（意識して両方分けず同じようにとらえている。リピー

トはよく使う。レテイクは取り直すというだけの意味で使うが、少ない。⑧）（リピートはあまり
聞いたことがない。この場合はもう1回まだやっているとか言う。⑨）
＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎○◎◎◎◎（9．5）レベル1．80
タイムコンフリクト
＜平板 8人中0＞△△00◎○◎◎○◎（6） レベル1．86
［conflict 同じ時間に科目を重複して登録すること または科目が同じ時間にぷつかること】（コ

コンフリクト（スル）

ンフリクトのほうがよく使う。（王X参）（例えば月曜日の1時限めに2つ以上の科目を登録したとき、

タイムコンフリクトという。別の科目がぶつかってどっちか選ばなきゃならないときコ
は使わない。（勤）

＜平板 3人中0＞×△×◎×△◎◎××（3）レベル1．33
ドロップ
［Drop 授業をやめる］（「おとした」の方がよく使う。その場合は、自分でやめたか、試験を受
けてだめだったの意味。④）（自主的に落とすこと。ベティションを出せば落とせます。⑧）

′ヾティション

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．80
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［petitlOn 科目の登録取り消しや変更を嘆願する文書］（クラスをとってて、途中でそのクラスの
登録をやめるとき、教務課に提出する。③）
●●●授業関連

アサインメント

＜平板10人中Z＞○◎◎◎◎○◎◎◎◎（9）レベル1．60

［Assignlnent 楕蓮］く宿題を一番よく使うが、これもよく使う。⑧）

クラス

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．90
【class 授業・講義のこと1組やA組のような組の意味でクラスとは使わない】

シラバス

＜平板10人中0＞◎◎○◎000◎00（7）レベル1．56
［syllabus 授業計画を書いた印刷物 単なる配付資料のことだと思っている人もいる］（ハンド

アウトのことで使う。（王X夏X9）（最初はよくわからなかったが、授業の最初に配る授業計画のこと。

（宣X棚）（ELPの先生が配るコースの予定表で、ELPの先生がよくこう言っていると思う。（卦）
ハンドアウト
プリント

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎○◎◎○◎（9）レベル2．00
＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎○◎（9）レベル1．80

［印刷物配付物］（ハンドアウトの方がよく使う。④）

＜平板 4人中0＞××◎◎○△△○××（3）レベル1．75
テイクホーム
tTake−homeAssignment 持ち帰りの宿題］
リーディング アサインメント ＜平板 9人中0＞△00◎◎○◎◎◎◎（7．5）レベル1．78
［ReadingAssignment 宿題］（Readingだけの宿題。⑧）

ノークラス

＜平板 5人中0＞×△00△△◎○△○（3）レベル1．80
［Noelass 休講］（先生がよく使う。予定を話しているとき「一月一日はノータラス」とか言う。

（卦）（休講と言う方が多い。（蔓×亘X9）（掲示物はみんな英語で書いてあるのでこれはよく見る。（9）
（書いてあるのは見るが、話すときは使わない。（9）

バタプラ

××××××××××（0）

［patternpractice バターンプラクティスの略】

プッチスル
カットスル
プッチル

＜平板 8人中0＞◎◎◎◎△○◎◎○◎（8）レベル0．88
＜平板 2人中0＞××△×××◎○×△（1．5）レベル1．50

○

（0．5）

［クラスをさぼる］（プッチするの方を使う。③⑨）（「約束をプッチする」と言うが、この約束は
友達との約束ではなく、Officalな面接など。プッチるとも言う。④）（自主休講とか、さぼると言う。
⑤）（カットは滅多に使わないが、使うことはある。⑧）「今日の授業、プッチしちゃった。⑧」
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ブレイク

＜平板 8人中5＞△◎00△（⊃◎（⊃○◎（5．5）レベル1．75

［Break ゴロチなどで途中にとる休憩】（ELPのときよくこう言った。①）（先生方でよくおっしゃ
る方が多い。（彰）（休憩と言う。（9）

ラボ

＜平板10人中1＞◎◎◎◎◎00◎◎◎（9）レベル1．80

［LLだけでなく理学科の実験演習・コンピューターを使う授業などをさすあるいはその教室］
「NSはラボが多いから大変だよね。（》」「（N館やILCに行く人にラボラトリーの意味で）ラボなの？

⑧」
ランチタイム
ランチ

＜平板 8人中0＞△◎×◎◎○◎00◎（6．5）レベル1．88
○（0．5）

【LunchTime：昼休み］（お昼と言うよりforamlな感じがする。⑧）（昼休みともいう。⑨）（ラン
チとも言う。⑲）
●●●試験関連

ビブリオ
ビプリ
ワークサイテッド

＜平板 6人中6＞△△◎△◎△◎◎◎◎（6）レベル1．67
××◎
（2）レベル1．50
＜平板 2人中2＞◎
＜平板 2人中0＞ ◎ △○
（1．5）レベル1．50

［Blbl10graphy レポートなどに添付する参考文献］（ELPの問は、ビプリをよく使った。①）（私
はビブリオと呼ばず、ワークサイテッドという。②）（スイームライティングで最後につける文献
表をワークサイテッドと呼んでいたが、参考文献を一般にそう呼ぶかはわからない。（9）（文献と
言う。（診）

エッセー

＜平板10人中2＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00

［Essay 論述やレポートでやるテストの形式小論文のこと】

ベーパー

＜平板 8人中8＞◎◎◎◎◎△◎◎△◎（9）レベル2．00

［paper レポートなどの小論文］

ソース
エッセーソース

＜平板 8人中0＞◎◎◎◎◎◎○△×◎（7．5）レベル1．槌
＜平板1人中0＞△△×△××△○△△（0．5）レベル1．00

［EssaySource エッセイの資料］（つなげては使わない。ソースです。①）

イントロ
イントロダクション

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎○◎◎（9．5）レベル1．50
＜平板 8人中0＞○◎△000◎◎×◎（6）レベル1．75

［IntroductlOn エッセイの導入部】

コンクルージョン
コンクル

＜平板10人中0＞◎◎○◎◎◎◎◎◎◎（9．5）レベル2．00
＜平板1人中1＞×××△×◎△△××（1）レベル2．00

［conclusiom エッセイの結論］
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アブストラクト
アブスト

＜平板 8人中0＞○△△00◎○◎○◎（5．5）レベル1．88
＜平板 6人中6＞×△×◎△◎◎◎○◎（5．5）レベル1．駈

［Abstract アブストラクト、要約】（アブストは特に卒論のアブストの意味で使う。（む）

オープンノート

＜平板 7人中0＞△◎◎△○×◎◎◎◎（6．5）レベル2．00

［ノートの持ち込み可能の試験】

オープンブック

＜平板 9人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎△◎（9）レベル2．00

［本の持ち込み可能の試験］（オープンノートというより、こちらの方が多い。⑤）（オープンノー
トに含まれると思うが、聞く。（9）

オープン

＜平板 2人中0＞

○△○

（1）レベ几′2．00

［ノートまたは本の持ち込み可能の試験］「今度の試験、オープンだよ。④」（オープンブックの方
が多いけど、オープンも使う。④）（テストの話をしているときならこれでも分かる⑤）

クイズ

＜平板 9人中0＞△◎◎◎○◎◎◎◎◎（8．5）レベル2．00

［QulZ ノ小テスト］

マークシート
マルチョイ
センタク
マルティブル
マルティプルチョ

＜平板 8人中0＞◎◎◎◎◎00◎△△（7）レベル2．00
＜平板 7人中7＞△△◎○△○◎○◎○（5） レベル1．43
＜平板 2人中2＞△×△○×○△△×△（1）レベル2．00
＜平板1人中0＞△△（⊃△×△△△×△（0．5）レベル0．50
×××△×××△××（0）

［選択試験］（言うとすればマルティプルとかでなく、マルティプルチョイスと全部言う。④）（セ

ンタクというと選択科目のことをさすと思う。（9）（たいていマルチョイです。マルティプルは先
生方がよくおっしゃいますが学生は使わない。（∋）

＜平板10人中8＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00
ファイナル
［FinalExam．期末試験］（期末試験ともいう。両方使う。⑤）

ミッド

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00

［MidtermTest 中間試験］

リーディング ピリオド

＜平板 2人中0＞×××△××△○×○（1） レベル2．00

［ReadingPerlOd テスト直前の勉強期間］

デュー

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00
デッドライン
＜平板 3人中0＞△△×△△△◎◎△◎（3） レベル2．00
［デューはDue デッドラインはDeadline レポートなどの提出期瀾のこと］（レポートを出しに
行くと、箱に「Deadline−まで」と書いてあるが、話すときは使わない。（9）「レポートのデュー
はいつ？④」
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カコモン

◎◎

＜平板 2人中2＞

（2）レベル1．50

［過去の試験問題］

●●●成績・評価関連

アウト

＜平板 4人中0＞×△×△×○◎○◎×（3）レベル1．50

［outl．0以下の成績をとること］（ワンナウト、ツーアウトなどとは言いますが。②）「これで
アウト2つめだ。（む」（GPAでなくても、各科目でも使う。でもGPAがどうにもならないってい
うときにも使う。⑦）（アウトだけでは使わない。（亘）⑲）

ワンナウト

＜平板 8人中0＞○◎△△00◎◎◎◎（6．5）レベル1．25

［GPAl．0以下の成績を1つ取る］「ワンナウトくらった。（勤」

ツーアウト

＜平板 7人中0＞△◎△△00◎○◎◎（5．5）レベル1．29

【ローグレの成績を2回とること体育などの出席回数にも使うという］

リーチ

＜平板 4人中0＞○△×△×000△△（2）レベル1．25
［ローグレの成績を2回とること］（この語だけでは分からない。（9）

スリーアウト

＜平板 9人中0＞◎◎△000◎○◎◎（7）レベル1．11
［1．0以下の成顔を3学期連続でとること スリーアウトになると除籍される］

ストライク

××××××△△××（0）

［s亡rlkel．0以下の成績を一度とること］（この場合はアウトの方だと思いますよ。②）（開いた
ことがない。④）（アウトの方を使うとは思いますが、この場合は誇大的な言い方でストライクも
言うかもしれない。（D）（成績が悪くてもストライクとはいわない。（彰）
エースト Aスト

＜平板 5人中5＞×○◎△△×◎△◎○（4）レベル0．80

ストエー ストA

＜平板 2人中2＞×△×△△×◎△×◎（2）レベル1．50

ストレートエー ストレートA ＜平板 2人中0＞×××△××◎○×△（1．5）レベル2．00
［成績がすべてA］（私はエーストと言います。②）（エーストもストエーもよく使う。⑦）（ストレー
トエーが多い。（秒）

ジーピーエー GPA

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル2．00

［GradePointAverage 平均の成績】
ピーアペ Bアベ

＜平板 g人中9＞○◎○◎△○◎○◎◎（7）レベル1．33

［GPAで3．0以上これを基準として奨学金や留学条件などが決められることが多い］
ビープラ B7■ラ
ビープラス Bプラス

＜平板 6人中6＞◎◎△○×○◎××○（4．5）レベル1．50
＜平板 7人中0＞◎◎△◎×○△○◎◎（6）レベル1．86
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［成績がBプラス］

ローグレ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎○◎◎◎◎（9．5）レベル1，40

［LowGrade GPAが1．0未満］

ペンディング

＜平板 4人中4＞

×△0 0◎◎（3）レベル2．0

［pending 保留】
ピーマークガツタ Pマークがつく＜平板 2人中0＞×××××○△△（⊃△（1）レベル1．50
ビータローOrピーコ

○（0．5）

［pendlngのP 3年生の終わりに発表される学士候補生の一覧に保留のPマpクがつく GPAが
低いなどの理由から】（まだ見てないから知らない。⑤）（この言い方はたいてい4年生しか知らな
い。1年生はPマークってなんですかっていうふうに知っていく。⑨）（ピータロー、ピーコとか
も言う。⑲）「彼は実はPタローなんだよ。⑲」

ロクソツ 大卒

×××××××△××（0）

【六月卒業大学院生で修論が間に合わず3月に卒業しないで遅らして6月に卒業すること］

カリソツ 仮卒

＜平板2人中2＞∵○△＿＿」嘩

（1．5）レベル1．00

【仮卒業 学部の9月生が就職の関係で6月まで存学せず4月に早く卒業すること］
＝＝■■■■■■■■クラブ・サークル関連■■■■■■■■■■■■■■

アメフ
アメフト

＜平板10人中10＞◎◎○◎○◎◎○◎◎（8．5）レベル1．10
＜平板 8人中8＞○◎◎00◎×○△◎（6）レベル1．29

［アメリカンフットボール部］（アメフトの方が多い。③⑧）（学内の人がアメフをよく使うと思う。
④）（先生にはアメリカンフットボール部を使うと思う。⑨）（先生にはアメ7とは言わない。アメ
フトは先生方にも使うと思う。⑲）

チアリ
チアリー

＜平板10人中10＞◎◎○◎○◎◎○◎◎（8．5）レベル0．90
＜平板1人中1＞×××××××○△×（0．5）レベル1．00

［チアリーダー］（音を延ばしてチアリーは開いたことないです。（亘）⑲）（チアリーダーのほうがよ
く使う。⑧）（学外の人にもチアリを使う。⑨）

チャリブ チャリ部

＜平板 6人中0＞◎◎△◎○×◎○△×（5）レベル0．83

［サイクリング部］（私はチャリ部と言います。⑦）（サイクリング部という。⑨）（チャリブは開
いたことがない。⑲）

ビープ ピー部

＜平板 3人中3＞△×（⊃××△◎◎△△（2．5）レベル0．33

［ラグビー部］（自分はラグビー部員だがビープとは言わない。⑲）（ラグビー部という。⑨）
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モダダン

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．10

エムデイーエス MDS

＜平板1人中0＞×△×△×△△◎△△（1）レベル0．00

［ModernDanceSociety モダンダンス部］（モダダンって言います。①）（モダダンのほうをよく
使う。（宣X紗）（どっちも同じくらい使う。⑧）

イヤプ
イヤーブック

＜平板 9人中9＞◎◎◎◎△◎◎◎◎◎（9）レベル0．89
＜平板 9人中0＞00◎00◎◎○△◎（6．5）レベル1．56

［Yearbook 年一回発行の記念アルバム またはそれを作る非公認の団体名】（イヤーブックの方
はあまり使わない。（亘Xむ）（どっちもよく使う。③）（省略した言い方はあまり好きじゃないのでイ
ヤーブック。⑤）（イヤーブックは学外の人と話すときに使う。⑥）

ウイジャン

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．10

［TheWeeklyGlantS ウイpクリージャイアンツ 学内週間学生新聞 またはその新開を作る非

公認の団体1976年12月に巨人フアンの仲間が娯楽誌として創刊 その後学内情報誌として定着し
た：ー卒業生のICU40年Jp．110より］（ウイークリージ
ャイアンツはあまり聞いたことない。ウ
ジャンを使う。（9）

ススス

＜平板 8人中8＞◎00◎△△◎○◎◎（6．5）レベル0．88

エスエスエス SSS

＜平板1人中0＞×△×△△△×○△△（0．5）レベル1．00

［spanishSpeakingSoeiety 学内の団体名］（あまり話題にのほらないので△です。⑤）（みんなス
ススと言っている。これは先生にも使う。⑨）

ムムス
ムムズ

＜平板 4人中4＞◎××△××◎◎◎×（4）レベル1．00

エムエムエス MMS

＜平板 5人中0＞△△△000×○△◎（3）レベル1．20

＜平板 5人中5＞×△◎◎△○×◎△◎（4．5）レベル0．80

［ModernMusicSociety］（ムムズというのは聞いたことない。ムムスです。（至×言×㊧）（ムムズとム
ムスは同じとして使っている。（参）（ムムズと言います。（9）（5年間ここで学生をやっていますが、
ムムズは聞いたことがないですね。⑲）
シーエムエス CMS

＜平板 8人中0＞△△◎◎○◎◎○◎◎（7）レベル1．75

シムス

＜平板 6人中6＞00◎△△○×◎△○（4）レベル0，67

【chamberMusicSociety CMS管弦楽B］］（シーエムエスのほうが多い。⑥）（シムスのほうがよ
く使う。⑧）（シムスは聞くが、使わない。⑨）

メロユニ

＜平板10人中10＞◎○◎◎00◎◎◎◎（8．5）レベル0．90

［MelodyUnion メロディーユニオン］
フィールドケー プイールド系 ＜平板 8人中8＞◎△000△◎○◎◎（6）レベル0．88

フィールド

＜平板1人中1＞×××△××○△××（0．5）レベル1．00

tフィールド（lield）を使う体育会系の部をさす］（自分がフィールド系じゃないんで使わない。②）
（体育会系でもグランドを使うクラブをフィールド系と言う。部長が集まってグランドの割り当て
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を決めるとき「フィールド系の人は集まって」という。「フィールド系の部室は汚い
③）（フィールド系をよく使いますが、フィールドも使います。⑦）（フィールドはグランドのこと。
（蔓X卦）（この意味の場合はフィールドとは言わない。⑲）

×△
ジムケー ジム系
ピーイーケー PE系
［ジム（訂m体育館）を使う部］（ジム系も言うし、PE系とも言う。⑲）
オンガクケ一 昔楽系

○（0．5）
○（0．5）

＜平板 6人中5＞000△×××00◎（3．5）レベル1．20

［音楽関係のクラブの稔称］（エムエヌエスとか、音楽やっているクラブの人たちの総称。②）

クラダイ クラ代

＜平板10人中10＞◎◎◎00◎◎◎◎◎（9）レベル0．90

［クラブ代表者会議クラブ予算を分配するために学生会の代行をする会］

キャビネット
＜平板 6人中6＞×◎×◎△△◎○◎◎（5，5）レベル0．67
［cabinet寮の中の執行委貝 またはサークルや委員会の中心メンバー］（寮の中の執行委員のこ
とをさして使う固有名詞。他の意味では使いません。②④⑦）（キャビネットミーティングという
形では聞きます。⑤）（委員会の中で局に分かれていたら、その局長の集まりをキャビネットという。
⑧）（クラブやサークルの幹部。⑲）

■■■■■■■■■■■■■■■■■行事など■■■■■■■■■■■■■■■
●●●lCU栗・棄崇関連

アイシーユーサイICU祭
＜平板9人中9＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎（9）レベル2．00
［ICUの大学祭1954年に始まる］

コミッティー

＜平板 9人中9＞△◎○◎◎◎◎◎◎◎（8．5）レベル1．22

［comITlitteelCU祭実行委貞会］

リョ・一サイ 寮祭

（未調査）

［毎年秋に行われる寮を開放したりする］

イニシエーション

＜平板 9人中8＞○◎◎◎○△◎◎◎◎（8）レベル1．33

［Inltiation4月と9月に入学して新しく寮に入った学生が一週間仮装する行事］
パカヤマハッピョーカイばか山発表会 ＜平板2人中0＞

00

／用ヤマパフォーマンスばか山パフォーマンス

△

◎（2）レベル0．00
◎（1）

【イニシエーションの最後にバカ山で仮装のまま踊ったりする行事］

オープンソーシャル

＜平板 5人中0＞△◎×◎△△◎○×◎（4．5）レベル1．20
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［毎年秋に行われる棄祭で案外生を女子寮に招くという催し 女子寮は通常男子禁制】（これは女
子寮だけで言う。ソーシャルルームを解放するという意味。男子寮ではオープンソー
言葉は使わない。各部屋の解放をオープンドームと言い、寮の入口やソーシャルの解
ルームとか言う。（D）（オープンハウスって言うのを開いたことがある。オープンソーシャルって
生意気な感じ。（9）

ポール

＜平板 9人中8＞○◎◎◎◎△◎○◎◎（8）レベル1．22
［BallダンスパーティーICU祭や寮祭で行われる ダンパとは言わない］（ポール＜平板＞と

言ったら投げる方のボール。私は大学のダンスパーティーなどには行きません。⑤）

＜平板 3人中2＞×○×○△××△×◎（2）レベル0．33
ゲネ
＜平板 3人中3＞○×△△○×△△×◎（2）レベル0．67
ゲネプロ
ゲネリハ
＜平板1人中1＞
××◎
（1）レベル0．00
［GeneralProductionorGeneralRehersal演劇や演奏などを通しでやる最終的なけいこ］（寮祭で
演芸会をやるとき、「ゲネの日は一日です」とか言います。②」（芝居や音楽で、セットを組んで本
番と同じようにやること。⑲）

テクリハ

＜平板 5人中5＞×○×○△×◎○△◎（3．5）レベル0．40
［TechnicalRehersal照明や音楽などのリハーサル］（音楽系の団体の人が使う。音楽系の人しか

分からないんじゃないですか。（9）（ゲネとは違って照明とか音響のリハーサル。⑲）

ドレメ
＜平板1人中1＞×××××××○××（0．5）レベル1．00
［DressandMake−upより］（リハーサルを何回かやるうちの最後のほうでやる。衣装を着て全部
通しでやるもの。⑧）
イントレ（ヲクム）

＜平板1人中1＞

◎（1）レベル1

【⑲より］（演劇用の照明を組むために鉄パイプで足場を作ること。⑲）
●●●その他の行事関連

オープンハウス

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎○◎○◎◎（9）レベル2．00

［openHouse 教授の家などを開放すること］

キックアウト
オイコン

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎（10）レベル1．50
＜平板1人中1＞×△△△○×△△¶△（0・5）レベル1．00

［KickOut 卒業生追い出しコンパ］（オイコンは聞くことはあるが、自分では使わない。②）（オ
イコンとは言わない。（参）（キックアウトも使うけどオイコンも使う。（9）

クラオリ

＜平板10人中10＞◎◎◎◎○◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．40

［clubOrientatlOn クラブオリエンテーション］
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コンポケ
コンポケアワー

＜平板 2人中2＞××△×△△△△◎◎（2）レベル2．00
＜平板1人中1＞××××××△△◎×（1）レベル2．00

［convocationHour 客員や外部の人を呼んで行なう講演会今はやらなくなった］（これ、なんで
すか？知りません。④）（今はない。書類などを見ていて知った程度。⑦）（コンポケーションアワー
と言っていた。今はもうないので、この言葉も使わなくなった。⑲）
シーウイークCWeek

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎○◎○◎◎（9）レベル2．00

［christianityWeek 5月のキリスト教週間］

セクコン
セクションコンパ

＜平板 9人中9＞◎◎○◎△◎◎000（7）レベル1．22
＜平板 9人中0＞◎◎◎○◎○◎△○◎（7．5）レベル1．56

［セクションでやるコンパ］（セッコンと言います。（宣X秒）

チャペルアワー
チャベアワ

＜平板 9人中0＞◎◎○◎◎△◎○◎◎（8） レベル2．00
××××××△△××（0）

［chapelHour 水曜の礼拝］

リトリート
＜平板10人中10＞◎◎◎◎◎◎◎◎○◎（9．5）レベル1．80
フレッシュマンリトリート＜平板 9人中0＞000◎△0000◎（5．5）レベル2．00
［FreshmanRetreat 毎年5月末に1年生が先生や先輩と合宿して行う学科説明会 かつてはフ
レッシュマンキャンプと呼んだ］（リトリートの方をよく使う。（亘X歎宣（萱））（9月生は4月生と一緒
にやるので半年後になる。⑦）

ファカルティーミーティング

（未調査）

［FacultyMeeting 教授会］

キャロリング

（未調査）

［caroli叩クリスマス礼拝の後クラブや寮生などがグループでキャンドルを持ってキャンバス
内の教授の家を訪問し、歌を歌ってお菓子などをもらって回るという行事1

■■＝＝＝＝＝大学院関連＝＝t■■■■■■■■●
マスター

＜平板 8人中0＞△◎◎00△◎◎◎◎（7） レベル2．00

［Master 博士前期課程］

ドクター

＜平板 8人中0＞△◎000△◎◎◎◎（6．5）レベル2．00

［Doctor 博士後期課程］

キャンディダシー

＜平板1人中0＞×××××××△×○（0．5）レベル2．00

［candidacy 博士の学位を取得するための資格】
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ジーエスーピーエーGSPA

＜平板2人中0＞△△××△△◎△◎（2）レベル2，00

ピーエーPA

＜平板 4人中0＞△×××△×◎00◎（3）レベル2．00

×△
△
xa

グスバ
ギヨーセー

△（0）

［GraduateSchooIDIVislOnOfPublieAdministration 大学院行政学研究科］（ギヨーセーとかは聞
く。アルファベットのは書いてあれば分かるけど、話すときは使わない。（9）

＿

ジーエスシーシーGSCC

＜平板2人中0＞△△△×△△◎△

シーシーCC

＜平板 3人中0＞×××××△◎△○◎（2．5）レベル1．67

△

ヒブン

［GraduateSchooIDivisionofComparativeCulture 大学院比較文化研究科］（ヒブンというのを聞
いたことがある。（む）

ジーエスイーGSE
＜平板1人中0＞＋△△
［GraduateSehooIDivisionofEducation 大学院教育学研究科］

◎（1）レベル2．00

＜平板1人中0＞××××××○△××（0，5）レベル2．00
［EnglishTeaching 大学院の教育学研究科英語教育法］

イーティーET

＜平板1人中0＞××××××○△××（0．5）レベル2．00
［AudioVisualEducation 大学院の教育学研究科視聴覚教育法専攻その学生】

エーブイA−Ⅴ

ジーエスエヌエスGSNS

＜平板1人中0＞＋△△＿

◎（1）レベル2．00

［GraduateSchooIDivisionofNaturalSciences 大学院理学研究科］
■■■■■■■■■■■■■■■■■その他■■■●●■■■＝＝＝■
アイトユーソングICUソング

＜平板 6人中0＞○△△00△◎△◎◎（4．5）レベル1．83

［ICUの大学歌］（これに関連したことはしゃべらないんで、使わない。（卦）（歌は覚えてません。
⑤）（入学式のとき歌ったかな。（参）

アイルイテッドルイジーユートビア ＜平板7人中0＞◎000△△◎○◎（5）レベル1．86
［IsolatedCrazyUtopiaICUの別解釈］（去年のICU祭のテーマでした。かなり前からある言葉。
、二・、
アイデイーID

＜平板10人中0＞◎◎◎◎◎◎◎◎（⊃◎（9．5）レベル2．00

アイデイーバンゴーID番号 ＜平板 9人中0＞◎×◎00◎◎◎○◎（7．5）レベル2．00
○△◎◎
（2．5）レベル2．00
アイディナンバーIDナンバー ＜平板 3人中0＞
［IdentificationNumber 学籍番号］（IDよりIDナンバーという方が多い。（D）
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アイディーカードIDカード ＜平板10人中0＞◎◎○◎◎◎◎◎◎◎（9．5）レベル2，00
［IdentifieatlOnCard 学生証］

アプライスルアプライする ＜平板 8人中0＞○◎◎◎△△◎◎◎◎（7．5）レベル1．88
［Apply 申請・応募すること］

＜平板 9人中0＞○◎○△◎○◎◎◎◎（7．5）レベル1．78
○×○
（1）レベル1．00
アポイント（ヲトル）
＜平板 2人中0＞
［Appointmentより面会の約束をする］（アポよりアポントの方がよく使う。④）（アポイントメ

アポ（ヲトル）

ントとは言わないと思う。（勤）

＜平板 6人中6＞◎◎○△△△◎△◎◎（5．5）レベル0．67
ウェイト
［weightTraining ウェイトトレーニング］
オヤジ

＜平板 2人中2＞△△○×××△△×○（1）レベル0．00

［「ねえ」や「おい」程度の呼びかけの言葉として使う 寮生の中で使われるという］（おやじくさ
い人とかに、「オヤジー」という。③）（男子寮生が使うのをきいたことがある。⑦）（寮の先輩が使っ
ていた。今も使ってるでし上う。⑲）

×××××××××（0）

カベヤルカペやる

［図書館の石垣でフリークライミングを練習する該当サークル内で使うという］

＜平板10人中8＞◎◎◎000◎◎◎◎（8．5）レベル2．00
［lCUGazette 広報課発行の月刊大学広報誌］

ガゼット Gazette

キューゼロ キューイチ・‥
＜平板10人中10＞○◎◎◎◎◎◎◎◎◎（9．5）レベル1．70
［IDの上二桁の読み卒業予定年度を表わす］

ギョクサイスル玉砕する

＜平板 3人中3＞△××△△△◎◎◎△（3）レベル0．67

［テストで全くできなかったと言う時などに使う］「フレンチ、玉砕！⑨」

タマナリ 玉散り

△×××××△×××（0）

［玉と砕け散るの意味の名詞 玉砕するともいう 寮で使われるという］

ゲットスルgetする
＜平板 6人中0＞○◎×○△×◎◎×○（4．5）レベル0．67
［手に入れる寮でよく使うという］（よくセプテンとかが言っている。寮でというよりどこでも使
うと思う。②）「テストのカコモンをゲットしてきたよ。②」「（お菓子を買いにいくという意味で）
お菓子をゲットしに行く。（彰」「並んでゲットしてきたよ。⑲」（寮だけじゃないと思う。⑲）

コーコツ恍惚
＜平板 3人中3＞00××××○△×△（1．5）レベル1．33
［ほ一つとしていること精神的に少し危ない状態をさす寮で使われるという］（学内用語でなく
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普通の意味の言葉ですよね。（参）
コンタクト（ヲトル）

＜平板 7人中0＞○◎◎◎△△○△◎◎（6）レベル2．00

［contact 連絡する］

サインナップ

＜平板10人中0＞◎◎◎◎00◎◎◎◎（9）レベル2．00

［signUp 何かを取り決めてサインすること］

＜平板 3人中0＞×△×◎△×◎△×○（2．5）レベル0．33
サムイ
［心が寒くなる感じ悲惨なこと例「今日テスト寝過ごしちゃったよ」「えー、さむ−い」などと
いう】（おもしろくないギャグでシーンとしたときや、クリスマスに何も予定がないときなど。（彰）
（寮で使う。⑦）（恋人がいない状態など。⑲）

シーコード

（未調査）

【c−COde ファカルティの条件としてクリスチャンが何％かを決めたもの】

＜平板 9人中9＞0000△○◎○◎◎（6）レベル0．67
［あることばかりやっていること例：食べまくり 電話しまくり勉強しまくり 寝まくりなど 寮

−シマクリ 〜しまくり

で使われるという］（ていたらくな生活をしていると、「あいつはいつも寝まくりだからなあ」など
と言われる。②）（「遊びまくり」とか「勉強しまくり」とか言う。⑥）「寝まくり。⑦」（学外でも
よく使うと思う。⑨）（クラスに出ないと、「プッチしまくり」という。寮で使われるということで
もない。⑲）

イマクッテル

＜平板 2人中0＞×××××△○×○△（1）レベル2．00

【まさに今いるの意味】「（冗談みたいに）今日グレグレいるの？」「ああ、イマックテルよ。（9」（ずっ
といるときや、いることを強調するとき使う。（彰）

シャキーントスル

＜平板1人中0＞△△×××△○△×△（0．5）レベル1．00

［背筋が凍るような思いをしたときに発する言葉 寮で使われるという］

ショーシ証紙

＜平板 9人中9＞△◎0000◎○◎◎（6．5）レベル1．78

［事務上の手数料や、施設利用費など様々な支払いのために買う切符］

＜平板 3人中0＞×○×△△×○△×◎（2）レベル0．67
ショポイ
【つまらない、くだらない 寮で使われていたという］（これは最近初めて聞いた。男子寮にいた
人がサッカーの試合を見ていて「そんなショポイことすんな」と言っていた。（彰）

スカラシップ

＜平板 4人中0＞△△△△△△○◎◎◎（3，5）レベル2．00

【scholarship 奨学金一般】
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チョ・一ゼツ超絶

＜平板1人中1＞××××××△○△×（0．5）レベル1．00

［「非常に」の意 寮で使われるという］

トーヒスル逃避する

＜平板 8人中8＞◎◎◎◎△○◎○×○（6．5）レベル0．63

［現実逃避するやらなければならないことを後回しにしているときなどに使う］（これはどこでも
使うと思う。④）

ナイス

＜平板 3人中0＞×△△○△△◎△×◎（2．5）レベル1．00

［Nice 休講でよかった ラッキーだったバイトは楽だったなどの意男子寮で一時よく使われた
という］（セプテンとかが使ってる。②）（どこでも使う。（彰）

スイナー

＜平板1人中1＞×××××××○△△（0．5）レベル0．00

［NICeの変形 寮でナイスが流行ったとき、もっと強調する意味で寮生が使ったという］（滅多に
使いませんが、D館とかで使うと思う。（診）（寮生が使うのを確かに聞いたことがある。ナイスの
こと。⑨）（かつて流行ったのを覚えているが、自分は使わない。⑲）

ネグル

＜平板1人中0＞××××××△××○（0．5）レベル0．00

［Neglectより 無視するある先生がよく使っていた］（数学用語として、′トさい数など「この借は
ネグッテー」なら使う。⑲）

バクショク爆食

＜平板 6人中0＞×××△××△○△△（0．5）レベル1．00

［むやみやたらに食べること 寮生がよく使うという］

バクスイ 爆睡

＜平板 6人中6＞◎◎00△△△◎△◎（5）レベル0．57

［死んだように長時間眠ること 寮生がよく使うという］「（ぐっすり眠ったとき）バクスイしちヤつ
た。（彰」（寮生でなくても使う。④）

バシ

××××××△△××（0）

［やっぱしの略やっぱりそうかと同意を求めるときに使う 寮で使われるという］

バシリ

＜平板2人中2＞】◎＿△○＋

（1・5）レベル0．00

［お使い使いっばしり】（何か買いに行かせるとき「バシリ行ってきて」と言う。寮ヤクラブで使
うと思う。（∋）（「バシらされる」も言う。⑥）
フィードスルーeedする

＜平板1人中0＞××××××△○××（0．5）レベル1．00

ヤシナウ

＜平板1人中0＞＿

◎××

（1）レベル0．00

［食事を作って食べさせてあげること 寮で使われるという］（フィードするは知らない。ヤシナ
ウをよく使う。他の寮生に食事を作ってあげること。④）
ブルーニナルBlueになる

＜平板1人中0＞△×△××○△△×△（0．5）レベル0．00

［落ち込む意気消沈すること 寮で使われるという］
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メジャー
＜平板8人中8＞◎◎×00000◎（5．5）レベル1．00
［広く行き渡っている多数一般的］（メジャーというと専攻科昌の意味。この意味では使ったこ
とがない。③）「是政擦はメジャーじゃない。⑨」

■■■＝＝■■■＝●大学生言葉＝＝t■■■■■■■■■
r専修大学キャンバス言葉事典第3版」（永瀬治朗編1993年10月 私家版）より、出現回数の多かっ
たものの中で、他の大学生でも使用すると思われる語の一部を取り上げた。
アウト オブザガンチエー

△×△×△△△×△（0）

［outofthe眼中 自分にとって問題外の人】（昔は使った。ザはつけなかった。住（萱））

ウザックイ

＜平板6人中0＞◎00△△△◎Or◎（4・5）レベル0．83

［いらいらする うっとうしい面倒だわずらわしい】

ウチアゲ

＜平板8人中8＞◎◎△○◎○◎○◎（6．5）レベル1．50

［何かイベントの後にやるコンパ］

オイシイ

＜平板7人中3＞◎◎△△△○◎○＿◎（5）レベル1．17

【良い待をするなど自分の利益になるものにつける形容詞］

＜平板8人中7＞◎◎00△○◎○◎（6）レベル0．75
カテキョ
［家庭教師のこと カテキカテーキョ・一ともいう】（カテキョー＜中高＞とも言う。①）（カテー
キョーと言う。②）（カテキとも言う。（亘）⑲）（カテキョーと言う。⑥）

クラコン

×××××××××（0）

［クラスコンパ］

クリバ

△×××××△×＿△（0）

【クルスマスパーティー］

△××△△△×△
＿

ゲロー

［とても すごく たいへんの意味ゲロうま、ゲロこみ、ゲロねむ…など］

ゲロゲロ

△△△△△△△△△（0）

［おどろいたときのことば］（高校のとき使ってたが今は使わない。③）

ゴーコン

＜平板7人中7＞○◎△00△◎○◎（5）レベル1．17

［合同コンパ］（ICUの人はゴーコンやらないみたい。⑤）
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ストパー

＜平板4人中4＞◎××◎○×◎△＿△（3．5）レベル1．00

［ストレートパーマ】

△△×△△△△△
＿

ダンパ

［ダンスパーティー］（ダンパとは言わない。ICUだとポール＜平板＞。⑲）

チャリンコ

＜平板8人中8＞◎◎◎◎△◎◎◎＿◎（8）レベル1．13

［自転車】（チャリと言う。（亘×診）

チョー

＜平板5人中0＞△◎○◎○△△△＿◎（4）レベル1．00

［すごく たいへん思いきり とてもの意味例：チョーマズチョーバカなど］（最近は使わない。
①）（自分ではあまり使わない。（診）

テレカ

＜平板7人中0＞△◎◎◎○△◎◎◎（6、5）レベル1．43

【テレホンカード］（最近使わない。（D）（テレホカードとも言う。（9）

プ一夕ロー

＜平板8人中8＞○◎00△○◎○＿◎（5・5）レベル0．88

［職もなくぶらぶらする プーともいう］（「あの人、プ一夕ローだよ。」とか「プーちゃん」という。
（参）

フラゴ

＜平板1人中1＞○××△△×△×¶×（0・5）レベル1．00

［フランス語］

マジカ マジデ

＜平板7人中0＞○◎×00◎△○＿◎（5）レベル0．86

［本当？まじめに？と聞き返すとき】

メチャンコ

＜平板1人中1＞×○△×△△△△ △（0．5）レベル1．00

［めちゃくちゃすごく】

メンツ

＜平板5人中5＞△◎○△△○△○＿◎（3．5）レベル0．60

［メンバー］

ラッキー

＜平板 9人中0＞◎◎○◎○◎00 ◎（7） レベル0．89

［何かいいことがあったとき］
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170

lNDEX

アート

163

アマチャン

170

160

アーペーフレンチ
アールジム
アイエス
アイエルシー
アイエルシーエヌ
アイカン
アイシーユー
アイシーユーカップル…
アイシーユーコーコー・…・
アイシーユーサイ
アイシーユーセー
アイシーユーソング・・…
アイシーユーハイ

160

アイソレイテッドクレイジーユートビア＝＝

186

アイデイー
アイディーカード
アイデイーバンゴー
アイデイーナンバー
アウシュビッツ

186

146
162
150
150
150
147
170
154
183
170
186
154

181
181

イーアールピー
イーエーオー
イーエルビー
イーカン
イーズィーエー
イーティー
イーティーシー
イートー
イクスチェンジ
イチゲン
イニシエーション
イマクッテル
イヤーブック

149
148
158
149
165
186
163
149
172
174
183
188
182
182

イレクティプ
インイン
186
186
インクリ
インケミ
147
インコミ
180
アウト オブ ザ ガンチエー………………‥
190
インジャバ
173 インセー
アキガッキ

アサインメント
アソシュイト
アドカル
アドバイザー
アドバイジー
アドバンスト

アブストラクト
アプライスル
アホヤマ
アポ（ヲトル）
アポイント（ヲトル）

187

163
163
161
163
163
163
170

171 インターミディエイト

161

174 インタミ

161

177 インテンスイブ

160

169 イントレ（ヲクム）‥

・184

165 イントロ

178

169 イントロダクション

178

170 インバイ（生物）

164

163 インバイ（聖書）
148 インフォメ

（情報科学）‥

179 インフォメ

（当番）‥

179 インフラ
187 インフレ
155 インラン
187 インリン
ウイジャン

・187
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164

・165
・153

ウェイト（場所）
ウェイト（トレーニング）

146 オーデイツト

172

187 オーディトリアム

152

ウザッタイ
ウチアゲ
ウラモン
エーカッソ一口
エーカン
エースト
エータイタカン
エートー
エーブイ
エイプリル

190

149

オーバーデュー

オープン
オー、ブンソーシャル…

2

7
7
7
RU
9
5

174

6
6

180

5

156

4
4

6

177

6

︵XU

190

8

152

5l 史U点9U2

168

カフェテリア
カベヤル

154
187
174

2
2

カモクノサンニ←サン…・
カモクノニーサン
カモクノニサン
カモクノニサンケタン
カリキュラス
カリソツ

2
3
5
5
6
5
∩8
︵古

147 ガイジンゲットー
U
6

147

へ凸

5

ガク

152 ガクショク
6
6

エリアメジャー
エレクティプ
エレコム
オーサワムラヨクジョー
オーサワヨクジョー…・・
オーデイ
オーデイター

7

オンガクケー
カーモクモク
カコモン
カッソ一口
カットスル
カテキョ

7

エヌカン
エヌカンゾク
エフィーピー
エムエムエス
エムテ ィーエス

3

7

・167

7

8

エヌエスノサイカズ・…・

︵X︶＋OU

7

エスエスエス
エッセー
エッセーソース
エッチカン
エデュケ
エドサイ

5

159

5

・

エグゼンプト
エスエーオー

7

7

エグゼンプティッド＝

7

8

エクスチェンジ

5

4

エクスキJ」−一ズ

9 4 9 2 2 4 0

7 ︵U 6 7 6 1 9

4 8 ■4−

オープンノート
オープンハウス
オーーブンブック
オーワイアー
オーワイアール
オイコン
オイシイ
オカーサンヤマ
オックン
オッミチャン
オトーサンヤマ
オフィス
オフィスアワー

179

＝183

172 ガクショクテンチョー
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・・
174

ガクショクノオヤジ・…・
ガクセーカノアルトコロ…・
ガゼット
ガッキー
ガック
キコク
キコクセー
キックアウト
キャクイン
キャビネット
キャフェテリア
キャレル
キャロリング
キャンディダシー
キューゼロ キューイチ・‥‥
キョーカイ
キョージュゴヤ
キョームカノアルトコロ
キョクチョー
キリガイ
キリグイ
キンギョバチ
ギヨーセー
ギョクサイスル

168 ゲネプロ

184

147 ゲネリハ

184

187

ゲロー

190

154

ゲロゲロ

190

154

コーコツ

154 コースオファリングス

175

171 コクサイ モトコ

173

ーィテッミコ 17

183
157

コメヨン

175

184

コレマサセン

158

169

コンクル

178

183 コンクルージョン

154 コンタクト（ヲトル）
149 コンフリクト（スル）
185 コンボケ
185 コンボケアワー
187 ゴーコン
151 ゴイヤ
149 ゴニア
148 ゴニヤ
167

ゴロ

161 ゴロチ
157 ゴロチッバ
150 サーキュレーション…・
186 サーキュレーションデスク
187 サイカズ
179 サイトーミッチャン

クガツセー
クラオリ
クラコン

171 サインナップ
184 サカイ
190 ササピー
177

サマーコース

183 サマプロ

クラプハウス
クリニック
クリバ
グスバ
ケンキュートー

187

147 サムイ
150 サンカクキョウカイ
190

サンカクチャベル

186

サンサンサン

149

サンニーサン

157

シーウイーク

187

シーエムエス

184

シーコード

−194−

178

‥188
＝176

こ／−ン′￣−

シージム
シープロ
シーペリー
シーベリーチャペル…

・

186

ジャバコン

146

ジュニア

166

159 ジュンジャバ
151 ジョr−ジ

169

151 ジョージタウン

157

159
シームライティング………………………‥159

シェイプアップカード‥

シガツセー

・147

161

157

スーパー

175

スーパーフォー

175

スーパーフォース
171

175

スーパーヨゲン

175

174 スイート

173

174 スイーム
174

シゴロチッバク
シチニヤ
シバフゾク
シプレー
−シマクリ ーしまくり＝

シャキーントスル

166 スカラシップ

188

166

スス

162

168

ススス

182

152

スタディー

152

・・188 ストーム（ヲカケル）

153

182 ストエー

180

1紬 ストパー

191

188 ストライク
154 ストレートエー

180

︹凸
8
7
5

186

セクションコンパ

71

86

鋸

60

71

60

71

60

71

組

71

64

71

64

71

46

ー195−

85

86

セクメイ
セクメン
セッコンー→セクコン
セ■プチン
セプテンバー
セプテンバー
セミナー
セミナールーム
センセーノイルトコロ

59

セクションメイト

85

セクション

149

80

セクコン

160
86

167

180

61

5

スペースマウンテン
スペジャバ
スポサイ
スリーアウト

60

7

ジムケー

159
189

n0

シンサン
ジーイー
ジーエスーピーエー
ジーエスイー
ジーエスエヌエス
ジーエスシーシー
ジーピーエー
ジュイエルビー
ジュネード
ジュネエド
ジュネサイ
ジュネフイ

159
・

174 スイナー

4

ショクドー
ショック
ショポイ
シラバス

スイームライティング…‥

5

鋸

センタク
ソーシャル

179

デューティー

153 トーヒスル
178 トショカンゾク

ソフォモア（科目）・

・160 トランスファー

ソフォモア（学年）‥

・166 ドーム

ソフォモアイングリッシュ
タイムコンフリクト ‥
タマテリ
ダブリエージム
ダンパ
チアリ

160 ドクター
176 ドヨーノイチニーサン
187

ドラクショー

146 ドレメ
191 ドロップ
181 ナイス
181 ナニヤ

チチバカヤマ
チャーチ
チャペアワ
チャペル
チャペルアワー
チャリブ
チャリンコ
チエーキュー

155

ナル

151

ナルチャン

185 ニーサン
151

ニーニーニ

185

ニコチャン

181 ネグル
191

ノークラス

161

ノジラー

191 ノリエガショーグン

チョーゼツ
チョラク

189 ノンジャ′
165 ハイ
180 ハイアガリ

テイクホーム
ティナオバサン
ティナタナオバサン
テクリハ
テレカ
デイー

177 ハイスクール
167 ハイネーチャンズ
167 ハイノウラモン
184 ハイモン
191 ハチニヤ
チミナハ15
151

デイーカンオーデイ
デイーカンコードー
デイーカンゾク
ディーン
デイヴィジョン
デイリー
デッドライン
デパートメント

ハハバカヤマ

152 ハルガッキ
152 ハンジャバ
168 ハンティング
170 ハンドアウト
162 バイサイ
153 バイテン
179

バカガツタ

162

バカグサガツク

179

バカゲガツク

一196−

バカシバガツタ
バカバカスル
バカヤマ
バカヤマゾク
バカヤマハッピョーカイ
バカヤマパフォーマンス
バクショク
バクスイ
‥

‥…グンィテーミーィテルカァフ

−バンダイ 一番代…‥

551

185

ミケンアフ 5 1

164

155 フアンケミラボ

164

168

163

フアンデ

183 ファンデーション

163

183 フアンバイ

165

189 フィードスル

189

189 フィールド（体育系の部）
150 フィールド（場所）

182

・147

166 フィールドケー
189 フィジケミ

189 フォーイヤー

167

168 フユガッキ

173
191

フレッシュマン

挑

フレッシュマンイングリッシュ・、…‥…＝
159

フレッシュマンリトリート

7
8
8
1

5 6 7
1
1

00

7 5 5
1
1

5
3
9
5

6 7
1
1
1
1
1
1
1
1

−197−

1

ヘンソクヨゲン

8

169

7 9 6
1
1

179 ヘンジャバ

9

147 ヘルエド
181 ヘルパー

7

ファイナル
ファカルティー

181 プロピー

7

閃

181 プロシー

ビrマークガツク

7 7 8
1
1

63

186 プロエー

2

69

183 プリント

ビ、一ユー

7

釦

ピーイーケー

146 プリフィ

7

鮒

161 プ一夕ロー

ビータロー
ピージム

4 4 5
1
1

81

ピーイー（体育の授業）
ピーイー（体育館）・・

2

46

178 ブレイク

︵b

56

フレンズ
フロハイル
ブイジム
ブックストアー
プッチスル
プッチル
ブルーニナル

185
9

80

フレマン（科目）
フレマン（学年）

166

5 6 7
1
1

62

ビジティング
ビジュツケー

172

58

ヒューマニ
ビ岬アベ
ピ【カッソ一口
ビータイクカン

＝152

161 フジチュー
沌

パワーステーション
バンキョー
バンコ
ヒガコ
ヒガシコ

177 フォイヤー（場所）
155 フォイヤー（学年）

1
1
1
1
1

ベーシック
ベースタ

1
1
1
1
1
1

ペティション
ベティパパ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

・190

メナャンコ
メッセージ
メッセージボックス
メロユニ

191
157
156
182

モダダン
ヤシナウ

182
189

ヤメニヤー

166
166

ユーシー

150
151

ヨンゴー

174
148

ライブラリー
ラウンジ
ラクショー
ラクショーカモク
ラッキー

148
157
165
165
191
178

3
5
9097651919465免U
9
ハ
9
7

メールボックス
メイクアップスル

l

メール（文書）
メール（場所）

i

ムサシコ
ムニヤ
ムムス
ムムズ
ムリヤ

・162

メジャー（一般的な）・

173

一4n
−015069694700
4
5

ムサカイ

メジャー（専攻科日）・

1

マルティフ■ル
マルティプルチョ
ミッチャン

4
5

1

マークシート
マクリーンドーリ
マジカ
マジデ
マスコミ
マスター

メイルイレ
メイルボックス

191

O
7

ボイラー

メイル（場所）

1

ペナルティ
ペンディング
ホンカン
ホンカンゾク
ホンジャノ
ホンプトー

5 亡
一じ
1 亡
5U4587ど7
U
6

ノヾ−コン

メイル（文書）

9
7
7
7
q︶7
6

一198一

ラボニーナャン
ラボネーチャン
ランゲ
ランチ
ランチタイム

173
173
162
178
178
180

リーディング アサインメント ＝

・177

リーディング ピリオド…………………‥179

リガクカン
リザープ
リターニー
リターンズ
リテイク
リトリート

リョ−−サイ

リョーセー
リンパバ

4 4 9 6 3 3 3 6 7 3 6 2 2 5 6 6 5 9 9 1 1

リニアー
リニアル
リニュー
リピート
リコーガイセー

6
5
5
5
8
7
2
6
6
4

レイトレジ
レギュラー
レコメン

7
7
8
7
7
6
5
7
7
7
7
7
7
7
4
4
8
8
6
7
7
7
7
6
7
1
1
1・1
1・1
1
1
11
−J

レファレンス
レファレンスデスク
ローグレ
ロクソツ
ロクニヤ
ロングフォー
ロングヨゲン
ロンヨン
ワークサイテッド
ワッシー
ワンイヤ

l
l
l
l
l
l
l

ワンイヤーレギュラー
ワンナウト

l
lJ
l
l
l
l
l
1
1
ユ
︼⊥

−199一

