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論文の書き方 

(Ver.6.5) 

 

大阪市立大学大学院文学研究科・文学部 

フランス言語文化コース 

ドイツ語フランス語圏言語文化学専修フランス語圏 

ドイツ語フランス語圏言語文化コース 

フランス語圏言語文化領域 

 

①論文の体裁 

(1) 枚数 

卒論：20000 字以上（400字詰め原稿用紙で 50枚以上）。 

修論：40000 字以上（400 字詰め原稿用紙で 100 枚以上）。なお、日本語

で書いた場合は仏文 résumé を、仏語で書いた場合は和文 résumé を

付す（本体の 1/4～1/3程度）。 

 

(2) 書式 

A4 の用紙を縦に用い、禁則などの機能によって書式を整える。その際、

１行字数・１ページ行数などは、原則的に 35 字×35 行とする。「読みや

すさ」を考慮して、各自設定してもよいが、その場合は、1 ページ目に

「１行字数×１ページ行数」を記すこと。なお、マージン（余白）は天地

左右とも 40 mm 以上とる（ちなみに、このマニュアルの書式がそうであ

る）。 

また、かならずノンブル（ページ番号）を入れる。 

 

(3) 論文の構成 



- 2 - 

a.「目次」 

b.「序」「序論」「はじめに」「0.」など 

c.「第１章……」「Ⅰ……」「1.1.……」など 

d.「結論」「まとめ」「おわりに」など 

e.「注」 

f.「参考文献」「書誌」(bibliographie)など 

g.  résumé ［卒論には無くてもよいが、修論には必ず付けること］ 

 

(4) 記号 

● 「」 ……長くない日本語の引用や、論文・作品のタイトル、言葉の強調に

用いる。 

・ バルザックは「パリの半分は、裏庭や通りや便所の発散する悪臭の

中に横たわっている」と記した。 

・ いわゆる「心性与格」であるが［…］ 

● 『』 ……「」の中でさらに「」を用いる場合や、書籍・雑誌・作品のタイ

トルに用いる。 

・Ｊ．Ｌ．フランドンの『フランスの家族』によれば［…］ 

● « » (guillemet)……長くない欧文の引用や、欧文論文のタイトル、言葉の強

調に用いる。 

・まさに « voyant » なのであった。 

● ママ ……引用などで、原文に誤字（あるいは誤字と思われるもの）がある

ような場合、原文 

をそのまま引用していることを示す。普通はルビのように振る。 

・「
 マ マ  

気嫌を損ねた」と述べているが［…］ 

● sic ……「ママ」の欧文版。 

・ La voiture qu'il a acheté [sic] , c'est［…］ 

● ［…］ ……「省略あり」の意。 

・ロマン・ガリは次のように書いている：「 […] 」 

● …… （リード） ……中断・省略・間などに用いる。必ず二マス使う。 

★ 中黒点の連続「・・・」は不可。 
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● ―― （ダッシュ／tiret） ……会話文の冒頭や挿入句などに用いる。必ず

二マス使う。 

★ マイナス符号「－」や長音符号「ー」は不可。 

●「？」や「！」の後は、必ず全角空白を入れる。 

 

(5) 作品名・著書名・雑誌名・論文名の書き方 

(A) 作品名・著書名・雑誌名 

●日本語＝『』 

・ 『金色の眼の娘』，『フランス文法ノート』，『人文研究』 

●欧文＝イタリック体。 

・ La Fille aux yeux d'or,  Temps et verbe,  La Langue française 

 

(B) 論文名・詩のタイトル 

●日本語＝「」 

・ 「複合過去のアスペクトについて」，「万物照応」 

●欧文＝ « » （英語ではダブル・クォーテーション " " を用いるが、フ

ランス語では guillemetのほうを用いるのが普通） 

・ « L'aspect du passé composé »，« Correspondance » 

 

(6) 注 

●注の種類 

・ 基本的に「脚注」が望ましい。 

●注の付け方 

・ 本論の流れからはずれるようなものは、注でふれる。 

・ 付加情報は注でふれる。 

・ 欧文引用を和訳しているばあいは、その原文を注で記す。 

・ 「有名」なもの、「業界」では周知の概念・述語
タ ー ム

以外には注を付す。 

●字送りの仕方……欧文の単語を途中で改行するときには、綴りの音節で

分けること。 

・ ［…］invi- 
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sible［…］ 

 但し、以下の場合は注意を要する。 

●語頭・語尾の母音…… 

●連続母音…… 

●連続子音…… 

●アポストロフ…… 

●トレデュニオン…… 

 

(7) 参考文献表の書き方…… 

●作品研究の場合、当該作品の典拠を最初に記す。 

・『星の王子さま』は以下の版による。 

Le Petit Prince, dans Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 

1994. 

●人名は、横文字の場合も「姓・名」の順で書く。「名」は略記しても構わな

い。以下のようなパターンがある。 

・「姓」は大文字、「名」は小文字。 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de  MILNER, Jean-Claude 

SAINT-EXUPÉRY, A. de   MILNER, J.-Cl. 

・「姓」を「スモール・キャピタル」。 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de  MILNER, Jean-Claude 

・「姓・名」ともに小文字。 

Saint-Exupréy, Antoine de   Milner, Jean-Claude 

Saint-Exupréy, A. de    Milner, J.-Cl. 

●訳書などで欧文名をカタカナで記す場合にも、上に準ずる。 

サン=テグジュペリ，A. de  ミルネール, J.-Cl. 

サン=テグジュペリ，アントワーヌ・ド  ミルネール，ジャン=ク

ロード 

●ただし、注の中では、次のように記すことも可。 

A. deサン=テグジュペリ   J.-Cl. ミルネール 

●欧文書名の書き方 
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 Ａパターン：APA (American Psychological Association) マニュアル方式（言語

学、社会科学、教育学、心理学等） 

・書名の冒頭のみ大文字で、あとは小文字。ただし、定冠詞の次の語頭は

大文字とする。 

Corbin, Alain (1982): Le Miasme et la jonquille, Aubier. 

La Fille aux yeux d'or,  Temps et verbe,   La Langue française 

Cinq grandes odes   Une vie 

Ｂパターン：仏文学会方式 

・定冠詞で始まる作品名中の名詞はすべて大文字で始める。形容詞は名詞

の前でのみ大文字とする． 

Corbin, Alain (1982): Le Miasme et la Jonquille, Aubier. 

La Fille aux Yeux d'Or,  Temps et Verbe,  La Langue française 

Cinq Grandes Odes   Une vie 

 

●人名、書名、発表年の並べ方 

 Ａパターン：主に文学系の人に用いられている…… 

Corbin, Alain, Le Miasme et la jonquille, Aubier, 1982. 

Vuillaume, Marcel, « Le Repérage temporel dans les textes narratifs » in 

Langages 112, Larousse, 1993. 

北山晴一『おしゃれの社会史』，朝日選書 418，朝日新聞社，1991． 

東郷雄二「冠詞は何を表しているか - 意味論と語用論のはざまで」『エ

ネルゲイア』31, ドイツ文法理論研究会, 2006, pp.1-20． 

東郷雄二「フランス語の不定名詞句転位と状況解釈」『フランス語学研

究』40, 日本フランス語学会, 2006, pp.1-13． 

 Ｂパターン：主に文学以外の人文科学系、社会科学系の人に用いられている

（発行年が、名前の直後にくる）…… 

Corbin, Alain (1982): Le Miasme et la jonquille, Aubier. 

Vuillaume, Marcel (1993): « Le Repérage temporel dans les textes narratifs » in 

Langages 112, Larousse, pp.92-105. 

北山晴一 (1991):『おしゃれの社会史』，朝日選書 418，朝日新聞社． 
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東郷雄二 (2006a) :「冠詞は何を表しているか - 意味論と語用論のはざ

まで」『エネルゲイア』31，ドイツ文法理論研究会，pp.1-20． 

東郷雄二 (2006b):「フランス語の不定名詞句転位と状況解釈」『フラン

ス語学研究』40，日本フランス語学会，pp.1-13． 

 Ｃパターン：主に理系の人に用いられている（参考・引用文献番号を最初に

打つ）…… 

[1] Corbin, Alain 1982 Le Miasme et la jonquille. Aubier. 

[2] Vuillaume, Marcel 1993 Le Repérage temporel dans les textes narratifs, 

Langages 112, Larousse, 92-105. 

[3] 北山晴一 1991 おしゃれの社会史. 朝日選書 418，朝日新聞社． 

[4] 春木仁孝 1996 現代フランス語の再帰構文再考――意味解釈のしくみ

とモダリティ――. 言語文化研究 22. 大阪大学言語文化部・大

学院言語文化研究科，171-194． 

●pp.を : とする書き方もある（言語学、社会学、心理学など）。 

東郷雄二 (2006b):「フランス語の不定名詞句転位と状況解釈」『フラン

ス語学研究』40，日本フランス語学会: 1-13． 

●発行年の()や : を付さない書き方や、「」« » を省く書き方もある。 

東郷雄二 2006b フランス語の不定名詞句転位と状況解釈『フランス語学

研究』40，日本フランス語学会: 1-13． 

●「所収」を示す in（ラテン語。著者が複数名の著書のばあいに付ける）や 

dans（著者がひとりのばあいの著書につける）を省くばあいは、論文名の最

後に , を入れることもある。 

Vuillaume, Marcel (1993): « Le Repérage temporel dans les textes narratifs », 

Langages 112, Larousse, pp.92-105. 

●人によっては、これらの複合・混合形が用いられる。 

●APA方式では、著者名が複数の場合、&のまえにも , がはいる。 

Schegloff, Emanuel, Ochs, Elinor. & Thompson, Sandra A (1999) "Introduction", 

Interaction and grammar, Cambridge university press.: 1-51. 

●欧文苗字を大文字、もしくはスモール・キャピタルにする場合も多い。 

CORBIN, Alain (1982): Le Miasme et la jonquille, Aubier. 
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CORBIN, Alain (1982): Le Miasme et la jonquille, Aubier. 

●このパターンの違いは、引用注の付け方の差となって現れる。 

★Ａパターン： 

歴史学者アラン・コルバンはこう述べている。「悪臭をばらまく人間

の密集地は他にも存在する。監獄の延長である法廷を別にすれば、む

ろん兵営があげられようが、劇場もまたそうなのである。」(12) 

［注］ (11) このことにかんして […] 

(12)  A. Corbin, Le Miasme et la jonquille, Aubier, 1982, p.61. 

(13)  Ibid., p.100. 

★Ｂパターン： 

歴史学者アラン・コルバンはこう述べている。「悪臭をばらまく人間

の密集地は他にも存在する。監獄の延長である法廷を別にすれば、む

ろん兵営があげられようが、劇場もまたそうなのである。」（Corbin, 

1982, p.61）／（Corbin 1982 : 61） 

これまで東郷は、冠詞について「……」と主張してきた（東郷 2006a, 

2006b, 2007）。 

複数の研究者たちが指摘している（塚崎 1982, 山崎 1995）／（塚崎, 

1982; 山崎, 1995） 

★Ｃパターン： 

歴史学者アラン・コルバンはこう述べている。「悪臭をばらまく人間

の密集地は他にも存在する。監獄の延長である法廷を別にすれば、む

ろん兵営があげられようが、劇場もまたそうなのである。」［12］ 

［参考文献］ ［12］ Corbin, A. 1982 Le Miasme et la jonquille Aubier 

［13］ Corbin, A. 1991 Le Temps, le Désir et l’Horreur 

Aubier 

●基本的に著作者の綴りによって配列する。その際、和文・欧文を取り混ぜて

アルファベ順に並べるか、もしくは両者を分けて、アルファベ順と五十音順

に塩梅する。 

………… 

CURTIS, Cate, Antoine de Saint-Exupéry, His Life and Times, Heinemann, 
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1970. 

ESTANG, Luc, Saint-Exupéry, coll. Points, Seuil, 1989. 

ROY, Jules, Saint-Exupéry, La Manufacture, 1990. 

塚崎 幹夫『星の王子さまの世界』中公新書 638，中央公論社，1982． 

フィリップス，ジョン『永遠の星の王子さま』山崎庸一郎訳，みすず

書房，1994． 

山崎庸一郎編『星の王子さまのはるかな旅』求龍堂グラフィックス，

1995． 

 

………… 

CURTIS, Cate, Antoine de Saint-Exupéry, His Life and Times, Heinemann, 

1970. 

ESTANG, Luc, Saint-Exupéry, coll. Points, Seuil, 1989. 

フィリップス，ジョン『永遠の星の王子さま』山崎庸一郎訳，みすず

書房，1994． 

ROY, Jules, Saint-Exupéry, La Manufacture, 1990. 

塚崎 幹夫『星の王子さまの世界』中公新書 638，中央公論社，1982． 

山崎庸一郎編『星の王子さまのはるかな旅』求龍堂グラフィックス，

1995． 

●Web 上の文献に関しては、URL とアクセスした日付（著書等の発行年月日

に相当する）を載せる。統一形式はいまだ定まっていないが、たとえば下の

ように書く。 

福島祥行 (2007)「フランス語学習におけるシャドーイング導入とそ

の効果について――二つの実験とアンケートから―

―」『CALL を利用した外国語学習の可能性に関す

る実証的研究（研究代表者 井狩幸男）』平成 17 年

度～平成18年度科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究

成果報告書 : 25-57, [Online Available : 2011/7/26], 

http://chat--noir.com/trav/kaken_ shadowing.pdf 

●文献が 2 行以上にわたる場合、2 行目からは「インデント」をもちいて、頭

を下げる。 

VUILLAUME, Marcel (1993): « Le Repérage temporel dans les textes narratifs » in 
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Langages 112, Larousse: 92-105. 

東郷雄二 (2006b):「フランス語の不定名詞句転位と状況解釈」『フラン

ス語学研究』40，日本フランス語学会: 1-13． 

 

(8) 引用…… 

 短い引用箇所は、地の文の中に、「」で括って入れることができる。 

・ 歴史学者アラン・コルバンはこう述べている。「悪臭をばらまく人間

の密集地は他にも存在する。監獄の延長である法廷を別にすれば、む

ろん兵営があげられようが、劇場もまたそうなのである」 

・歴史学者アラン・コルバンは、Corbin (1982) においてこう述べている。

「悪臭をばらまく人間の密集地は他にも存在する。監獄の延長である

法廷を別にすれば、むろん兵営があげられようが、劇場もまたそうな

のである」 

 長めの引用は、上を二段落とし、前後に一行ずつの空白を入れる。 

・たとえば、ヴィトゲンシュタインのつぎのようなことばを想いだそう。 

 

「意味」ということば […] はつぎのように説明される。すなわち、

ある語の意味とは、ことばのなかでそれをつかうことだ、と。

（『哲学探究』43） 

 

このことは、 […]  

 

(9) その他…… 

(A) 重要な人名・書名・作品名などの固有名詞は、初出の際に原綴りを記すこ

と。 

・これに対しソシュール(Ferdinand de Saussure)は［…］ 

・ それが『星の王子さま』Le Petit Princeであった。 

★ (  ) は無くてもよい。 

 原綴りのまま書くこともある。 

・銀行マンから転身した GUILLAUME は［…］ 
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・ La Fille aux yeux d'or の冒頭に見られるものは［…］ 

(B) 重要な術語・用語は、初出の際に原綴りを記すこと。 

・彼が「語る主体」(sujet parlant) と述べたのは［…］ 

・この「飼い慣らされた」(apprivoisé) という言葉は［…］ 

 原綴りのまま書くこともある。 

・すなわち différance という概念こそ［…］ 

 

②論文の内容 

・ 既製の論文を読んで、書き方に慣れること 

 

 

③文献の探し方 

・ オンライン：CiNii、学情のライブラリ検索など 

・ 書籍：『フランス語フランス文学文献要覧』等 

 

④番外編「論文を書くということ」 （原著者：立川健二 [元助手] ） 

  卒業論文を書くということは、大学の学部４（５）年間に学んできたことの

まとめとして、これまでに教わってきたことだけでなく、多少なりとも自分自

身で探求し、深めた研究の成果を形にすることである。しかしながら、４（５）

回生のほとんどの人にとって、「論文」という形式の文章を書くことは初めて

であり、どのように研究を進めたらよいのか、また具体的にどのように書けば

よいのか、とまどうことも少なくないと思われる。そこで、ここでは、絶対に

従わなければならない規範というよりも、卒論執筆にあたってのひとつの目安

を提示しておきたいと思う。 

  本専攻では、４（５）回生は５月末までに卒論の概略的なテーマを教室代表

に申告してもらうことになっている。それにもとづいて各人の指導教官が決め

られる。 

  研究対象の選択、テーマの見つけ方、資料収集の仕方、構想の立て方、研究

の進め方や方法 

など、卒論執筆の内容的側面にかんしては、それぞれの指導教官と相談しても
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らいたい。指導教官はそれぞれの分野のスペシャリストであるので、有効なア

ドバイスを与えてくれることだろう。ここでは、研究の内容的側面には立ち入

らず、論文の形式的側面だけを問題にすることにしたい。 

 

  これは自明のこととも思われるが、念のために強調しておきたいのは、卒業

論文というのはあくまでも「論文」であって、「感想文」ではないということ

である。つまり、それは、わたしたちの分野でいえば、ある言語現象や文学作

品といった「対象」(objet) にたいして、ひとつの「方法」(méthode) にした

がってアプローチするという作業でなければならない。あなた自身の主観性 

(subjectivité) は、このような間接的な道を迂回してしか表現されえないという

ことを忘れてはならない。もちろん、わたしたちの人文科学のもつ科学性 

(scientificité) というのは、自然科学の科学性とはちがって、研究主体ひとりひ

とりの主観性に深くかかわっている。しかしながら、主観性の直接的表現、た

とえば「わたしはこれこれの点に感動した」というような叙述は、科学性をも

ちえないし、論文にはならない。 

 

  この「科学性」は、論文のエクリチュール (écriture) そのものに反映されな

ければならない。たとえば、論文においては、異なったレベル (niveaux) の混

同は避けなければならない。つまり、卒論中の文章が作品 (œuvre, texte) から

の引用なのか、あるいは例文 (exemples) なのか、それとも作品の解説 

(commentaire) からの引用なのか、あるいはあなた自身の考え  (votre propre 

commentaire) なのか、といった記述の異質なレベルは、判然と区別しなければ

ならない。なぜなら、論文というのは、「作品」そのものではなく作品にたい

するメタ言語的発話 (énoncé métalinguistique)、要するに作品よりも一段階高次

にある言葉だからである。論文において引用や出典の明示ということが厳密に

求められるのは、そのためである（以下参照）。そもそも、作品・他人の説・

自説といった異なったレベルが混同された文章は、読むに耐えないものである。

このような「レベルの区別」という思考訓練をすることも、卒論を書くことの

ひとつの意義であるといってもよいだろう。 
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  以上から分かるように、卒論は、「客観的」な記述をめざさなければならな

い。ただし、わたしたちの分野における「客観性」というのは、大多数の人が

信じる真理ということではない。それは、端的にいって、他人に読まれること

を前提とするという意味での「客観性」である。つまり、あなたの論文はあな

ただけが読むのではなく、他人が読む。具体的にはあなたの先生方や同級生、

あるいは後輩が読む。卒論というのは、ほかのあらゆる文章と同じく、このよ

うに他人によって読まれるという意味において、文章あるいは言葉というもの

のもつ社会性 (socialité) を欠いてはならないのである。具体的にいうならば、

自分があつかう作家を知らない人、その作品を読んでいない人にもわかるよう

に書くという配慮が必要である（フランス語で書かれた作品は無数であり、指

導教官といえどもそのすべてに精通しているとはかぎらない）。また、あなた

の考えが他人にすんなりと受け入れられることはまれであって、あなたと同じ

考えを持たない読者を説得する必要がある。研究論文を書く者は、作品そのも

の、言語現象そのものを自分自身の頭で深く考察し、分析するとともに、これ

までに刊行されているさまざまな研究書や研究論文に目を通して、それらにた

いする援用ないしは批判をつうじて説得力のある記述をめざさなければならな

い。いいかえれば、あなたの「仮説」(hypothèse) を提出するためには、それ

にたいする「論拠」(arguments) と「論証」(argumentation) を示さなければな

らない。新しい仮説を提出することにその研究のオリジナリティが見いだされ

るわけだが、仮説は説得力のある論拠によって論証されなければならないので

ある。そのためには、たくさんの文献を読んで勉強し、それらをうまく使って

自分の論を展開していく必要がある。とくに卒論の段階では、作品や文献を原

語で読んでいること、その勉強成果を示すことにも重点がおかれる。翻訳だけ

を読んで卒論を書くことなどは、もちろん問題外である。あなたは、自分がフ

ランス語学・フランス文学の専攻学生だという自覚をもたなければならない。 


