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報告 

一橋大学キャンパスことば調査 

Research on campus slang used at Hitotsubashi University 

原田 幸一 

 
要旨 

本稿は、一橋大学に在籍する学生を対象として行われたキャンパスことば調査の結果を報告

するものである。キャンパスことばを若者ことばの一部として位置づけ、キャンパスことばな

のか否かは傾向性の問題として捉える。使用範囲を尋ねるアンケート調査を行うことで、一橋

大学内で使用される言葉か否かの分類を試みた。調査の結果、一橋大学の学生が使用する多様

な言葉が収集できた。 

 

キーワード：一橋大学、キャンパスことば、若者ことば 
 
１ はじめに 

本稿は、一橋大学に在籍する学生を対象として行われたキャンパスことば調査の結果を

報告するものである。キャンパスことばに関する調査研究は、1980 年代から見られ、1990
年代に盛んに行われた（中東 2004）。2000 年代にもいくつか見られる（中東 2004 や岡田

2011 の文献リストを参照）。管見の限り、一橋大学におけるキャンパスことばの調査研究

はまだない。本稿が初めての試みである。 
総務省が公開した『平成 24 年度版情報通信白書』を見ると、2007 年末から 2011 年末

まで、従来型の携帯電話・PHS やパソコンなどの情報通信機器の世帯保有状況は全体とし

て飽和状態にあるが、スマートフォンの普及が突出していることが分かる。スマートフォ

ンの世帯保有率は、2010 年末で 9.7％だったが、2011 年末で 29.3％と 3 倍に増えている。

従来型の携帯電話の普及でポケベルは廃れた。従来型の携帯電話に代わるであろうスマー

トフォンが今まさに急速に普及しつつある。スマートフォンは、無線 LAN が利用可能で

あるなど、従来型の携帯電話とは異なる多種多様な機能を備えている。情報通信機器の変

化は、これまでにも「打ちことば」（田中 2001 など）特有の表現を生み、言語生活に影響

を及ぼした。従来型の携帯電話に代わるであろうスマートフォンが急速に普及しつつある

現段階で若者の言語生活を広く捉えておくことは、新しい言語事象を早期に捉え、将来に

渡る実証的な言語変化研究を可能にするという意味で重要である。 
本稿は、2 章でキャンパスことばに関する 近の研究を概観し、キャンパスことばが若

者ことばの一部であること、キャンパスことばか否かは傾向性の問題であることを確認す

る。3 章で調査方法について説明し、4 章で調査結果を報告する。 
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２ 若者ことばとキャンパスことば 

米川（2009）にもとづき、「若者ことば」と「キャンパスことば」を以下のように定義

する（p. 21-22 を参照）。 
 

(1) 若者ことば： 十代後半から三十歳くらいまでの男女が仲間内で、娯楽・会話促進・

連帯・イメージ伝達・隠蔽・緩衝・浄化などのために使う、くだけたことばで、こ

とばの規範からの自由と遊びを特徴とする。 
(2) キャンパスことば： あるキャンパスで使われる若者ことばの下位分類で、特定の

キャンパスのみで使われる場合もあれば、いくつかのキャンパスに共通して使われ

ていることばもある。 
 
本稿でいうキャンパスことばは、主に一橋大学に特有のことばであるが、一橋大学以外

の大学で使われる可能性のあることばも含まれる。(2)の定義で示した通り、ある大学に特

有か否かは厳密に分けない。部活・サークル・学園祭などにおける他大学との（人的）接

触の事実を考えると、時代の経過とともに言語の接触も行われる可能性があると考えるの

が自然である。ある大学に特有か否かは可変的で、大学特有度とでもいうべき傾向性の問

題だと考えられる。 
キャンパスことばは若者ことばの下位分類であり、若者ことばにはキャンパスことばと

そうでないことばがある。ある大学に特有か否かという問題と同様、キャンパスことばか

否かは傾向性の問題として捉える。これに関連し、比較的 近のキャンパスことば調査で

ある馬瀬・中東・小西編（1998）、永瀬編（2000）、中東（2002）、岡田（2011）に触れる。

フェリス女学院大学のキャンパスことばを収集した馬瀬・中東・小西編（1998）では、「フェ

リス女学院大学のキャンパスで学生たちが友人とのあいだで交わすことばの中で、特徴的

なもの」が収集された。他大学に行われる現代若者語やキャンパスことばの他、新しい語

として一般に広まり定着しつつある語も、フェリス女学院大学のキャンパス内で用いられ

るものは採用したという。専修大学のキャンパスことばを収集した永瀬編（2000）では、

学生がよく行くと思われる飲み屋の略称なども収集の対象とされ、学生が日常使う多様な

ことばが収録されている。まさに大学生の言語生活を伺える事典となっている。サークル

などの団体で使われる言葉である「サークル言葉」が収録の対象であること、継続的な調

査の実施により出現年度の記載があることなどが特徴的である（永瀬編 2000 は第 5 版）。

岡山大学のキャンパスことばを収集した中東（2002）では、岡山大学の学生が岡山大学の

キャンパスで日常用いることばが採録の対象とされた。原則として国語辞書に載らない意

味・用法を持つ語や、語形に特徴のあることばが対象とされ、ある特定のサークルやクラ

ブ、ゼミなどの比較的小さな集団内で使われる語は対象外とされた。中東（2003）は、キャ

ンパスことばの定義は、その範囲を含めてそれほど容易に決められず、研究目的により異
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なってくるものとの認識を示している。九州共立大学のキャンパスことばを収集した岡田

（2011）は、キャンパスことばを明確に定義していない。いわゆる若者ことばや他大学の

キャンパスことばの例を紹介した上で、「みなさんが普段自分で使っている言葉の中で、『若

者ことば』『キャンパスことば』と思うものを教えてください」という質問をし、その結果

収集できたことばを「九州共立大学キャンパスことば」としている。収集した言葉には、

全国の大学生が使用するものも含まれ、また地域方言が含まれる可能性があるという。 
これらの調査研究が採った手法は、ある言葉がキャンパスことばなのか、より広く若者

ことばなのかを分けることは難しいことを示している。しかし、どの調査研究も、対象と

なる語を広く設定したことが、大学生の多様な言語生活を生き生きと捉えることを可能に

したと言える。そこで、本稿は、キャンパスことばか否かを傾向性の問題として扱う視点

を据え、一橋大学の学生が使用することばを幅広く収集することを目指す。若者ことばの

中でもキャンパスことばとして位置づけられるか否かは、学生の言語意識を調査すること

で一応の分類を図る。詳しい調査方法は 3 章で説明する。 
 

３ 調査方法 

調査は 2013 年 3 月から 4 月に行われた。調査の協力者は、2010 年度に行われた石黒圭

氏の授業「現代日本語論」の受講生の一部と、彼らに紹介してもらった学生である。43 人

全員学部の学生である。協力者の生年・学年・性別を以下に図で示す。生年の幅は、1989
年から 1994 年までであり、図の横軸の項目では下二桁で示した。棒グラフの棒上部の数

字は、人数である。 
 

 
図 1 協力者の属性 

 
2 人から 3 人の親しい友人同士のグループで調査に協力してもらった。はじめの 10 グ

ループには以下の作業全てをお願いした。 
 

(3) 言葉の列挙： 一橋大学内でよく使う言葉や一橋大学内外を問わずよく使う言葉を

挙げて、書き方・読み方・意味・例文を記入する。備考欄には、該当の言葉に関し

て何か思うことがあれば記入する。既に挙げてある言葉がある場合、書き方・読み

方・意味・例文をチェックし、違和感があれば書き換える。 
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(4) 使用状況の回答： 列挙した言葉に対して、「言う・打つ・書く・知ってるけど使

わない・知らないし使わない」のうち当てはまるもの全てを選択する。 
(5) 使用範囲の回答： 列挙した言葉に対して、「バシことば・小集団ことば・若者こ

とば・若者に限らず使うことば・使用範囲不明」のうち当てはまるもの一つを選択

する。 
 
(4)の「言う」は該当の言葉を口頭で使う場合に選択し、「打つ」は携帯・スマホ・パソ

コンで打つ場合に選択し、「書く」はペンなどの筆記具で書く場合に選択してもらった。(5)
の「バシことば」は一橋大学の中で使われることばを示し、「小集団ことば」は大学よりも

小さい単位である部活・サークルなどで使われることばを示す。建物名や科目名以外の言

葉も幅広く挙げてもらうため、作業用のファイルには幾つかの刺激語と例文を前もって記

入しておいた。刺激語として用いた言葉は、筆者が大学生の会話を聞く中で興味深いと思っ

た「バシ」・「バシ男（ばしだん）」・「チョンボ」・「ドシビ」・「クラ語（くらご）」・「二女（に

じょ）」・「笑（わら）」・「まじか」・「ゆうて」・「なにげに」・「あきらか」など計 20 語であ

る。 初の 10 グループの作業の終了後は、残りのグループに(4)と(5)の作業だけを行って

もらった。意味が理解しにくい、例文が分かりにくいなどの問題がある場合、筆者による

フォローアップインタビュー（以下 FI）を行った。 
 

４ 調査結果 

調査で得られた言葉は、選択者数が 多である項目に分類するという方法で、使用範囲

項目に分類した。以下に、「バシことば」・「若者ことば」に分類された言葉を五十音順で示

す。言葉の記述方法は以下の通りである（岡田 2011 を参照）。(3)のチェックの過程で書き

換えが行われた場合、FI を行いより自然と判断されたものを掲載した。意味・例文・備考

は、倫理的な問題などにより適切でないと判断された場合、適宜簡単に書き換えた。特に

略語でなく、正式名称である言葉（「教務課」など）も、学生が挙げたものは全て掲載する

ようにした。 
 
言葉の記述方法： 言葉 【読み方】意味「例文（言葉に下線を付した。＊＊は伏字を示

し、／は話者の交替を示す。）」（備考）＜FI の結果と注記＞ 
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*************************バシことば************************* 

 
アイセック【あいせっく】文系サークル「アイセッ

ク入ろうかな。」 
アイホ【あいほ】アイスホッケー部「アイホのマ

ネージャー超かわいいよな。」 
ISDAK【いすだっく】小平の寮の名前 
一橋祭【いっきょうさい】一橋大学の学園祭「一

橋祭でたこ焼き売るよー！」 
一橋新聞【いっきょうしんぶん】学内の新聞「一

橋新聞もらった？」 
一橋通信【いっきょうつうしん】授業の様々な情

報が記載された雑誌「一橋通信によると＊＊

はチョンボらしい。」（定期的に発行している

が 4 月号の認知度が高い。）＜「チョンボ」は

バシことば欄に掲載＞ 
一橋寮【いっきょうりょう】小平寮に存在した団

体の名前「＊＊くん一橋寮だってー。」（2012
年になくなった。） 

いとくに【いとくに】伊藤邦雄教授「いとくにの

財務会計論一緒にとろうよ。」 
芋ツ橋【いもつばし】一橋×芋。あか抜けてない

感じ。「どうせ芋ツ橋だから早慶にはかなわな

いわ。」 
上クラ【うえくら】同じクラスにいた先輩「朝鮮

語なの？私上クラだよー！」 
英コミュ【えいこみゅ】英語コミュニケーション

スキル「英コミュとる？」 
えんぶ【えんぶ】応援部 
オナクラ【おなくら】同じクラスの人「オナクラ

の人とすれ違ったけど挨拶できなかった。」 
オリター【おりたー】新歓期にクラスにつく先輩

「オリターの人と仲良くなった。」 
学支課【がくしか】学生支援課「学支課で手続き

してくる。」 
学館【がっかん】学生会館「学館で待ち合わせで

いい？」（学生会館を使っていない人は使わな

いかもしれない。） 
兼松【かねまつ】兼松講堂の略「健康診断兼松だ

よ。」 

仮進【かりしん】ぎりぎり留年を免れること。ま

たは仮進学のこと。「ぎりぎり仮進で 3 年生に

なれたよ。」 
基礎マ【きそま】基礎マクロ経済学「基礎マとっ

てるよ。」 
基礎ミ【きそみ】基礎ミクロ経済学「基礎ミとっ

てる？」 
教務課【きょうむか】学業関連を扱う事務の部署 
～クラ【～くら】～に数字を入れ、そのクラスを

指す。「何クラ？／私 17 クラ。」＜一橋大学で

は、一年生の 初に第二外国語ごとにクラス

が分かれる。クラス総数は（ここ数年）26 程

度で、大学が各クラスに数字を割り当ててい

る。例えば、ドイツ語は 1 クラスから 5 クラ

スまで、ロシア語は 17 クラスなど。この「数

字＋クラス」がクラス名であり、クラス名を

通常「数字＋クラ」と省略して呼んでいると

いう。＞ 
クラ語【くらご】クラス語学「クラ語何とってん

の？」 
クラコン【くらこん】語学クラスで開催するコン

パのこと「クラコンは 5 月に終わった。」 
クラチャン【くらちゃん】一年生時に開催される

ボートレースであるクラスチャンピオンレー

ス「クラチャンめんどくさい。」 
クラＴ【くらてぃー】クラス T シャツ「クラ T デ

ザインやってくれない？」（大体寝間着に降格

する。） 
クラ友【くらとも】一年生時の第二外国語のクラ

スの友人「クラ友なんか一人もいないわ。」 
クリム【くりむ】一橋大学のアメフトチームであ

るクリムゾン「クリムの新歓行ってきた。」 
経戦【けいせん】経営戦略論「経戦落とした。」＜

「落とす」は若者ことば欄に掲載＞ 
現若【げんわか】現代若者論「現若とる？」 
KODA 祭【こださい】5 月に開催される学内の祭

りで、正式名称は KODAIRA 祭。「KODA 祭

準備大変だな。」 
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サーペンツ【さーぺんつ】男子ラクロス部の名前

「あのカタマリはサーペンツだよ。」（サーペン

ツの人しか言わない可能性あり。） 
サカ同【さかどう】サッカー同好会「サカ同入ら

ない？」 
三外【さんがい】第三外国語「三外はイタリア語

にした。」 
三商戦【さんしょうせん】神戸大学・大阪市立大

学・一橋大学の対抗戦「三商戦の応援に行っ

てきた。」 
下クラ【したくら】同じクラスの後輩「下クラの

子がサークルに入ってきた。」 
シビア【しびあ】単位がとりにくい「あの科目シ

ビアなのによくとったね。」 
社学【しゃがく】社会学部「社学の女の子かわい

いよな。」 
情基【じょうき】情報基礎の略「情基一緒にとろ

うよ。」（正式名称を知らない人が多そう。） 
如水【じょすい】一橋の OB・OG 会である如水会

のこと。語頭につくことが多い。「如水パー

ティーでめっちゃ食べた。」「如水留学でイギ

リス行く。」 
如水会【じょすいかい】一橋の OB・OG 会「如水

会にまだ入ってない。」 
女ラク【じょらく】女子ラクロス部「女ラク頑張っ

てるね。」 
新歓合宿【しんかんがっしゅく】新入生が 4 月の

初の週末に行く合宿のこと「新歓合宿めん

どくさかった。」 
新歓マジック【しんかんまじっく】新歓期（4‐5

月）に付き合い始めるカップル「＊＊彼女で

きたらしいよ。／新歓マジックおつ。」（「二男

マジック」・「三男マジック」といった使い方

もある。）＜「おつ」・「二男（にだん）」・「三

男（さんだん）」は若者ことば欄に掲載＞ 
ステゴ【すてご】フットサルサークル Stay Gold

「ステゴの二女めっちゃかわいいらしいよ。」 
スぺ中【すぺちゅう】スペイン語の中級のクラス

「スぺ中とる？」 
スポ大【すぽたい】スポーツ大会「スポ大まじめ

んどくさい。」 

スポ法【すぽほう】スポーツ方法「スポ法ダンス

になった。」＜「スポ方」と書くこともあるら

しい。＞ 
ゼミ合宿【ぜみがっしゅく】後期のゼミで行く合

宿「ゼミ合宿軽井沢だよ。」 
ゼミ幹【ぜみかん】ゼミ幹事「ゼミ幹に立候補した。」 
ゼミテン【ぜみてん】ゼミの同期のメンバー「ゼ

ミテンと今度遊びに行くー。」 
ゼメ【ぜめ】週 2 コマある授業であるゼメスター

「ゼメの授業しんどい。」 
組織論【そしきろん】経営組織論「組織論 A だっ

た！」 
タケカン【たけかん】竹内幹先生 
Ｗ【だぶりゅー】withdraw（履修撤回）のこと。

「生産システム論 W してきた。」 
男ラク【だんらく】男子ラクロス部「男ラクの新

歓行ったよ。」 
チェリ【ちぇり】インカレダンスサークルである

CHERISHのこと「チェリが練習してる。」（チェ

リッシュの人しか使わないかもしれない。） 
チャイ中【ちゃいちゅう】中国語の中級のクラス

「チャイ中とる？」 
チョン語【ちょんご】朝鮮語「チョン語とる？」 
チョンボ【ちょんぼ】単位がとりやすい「夏学期

はチョンボがためで行く。」 
津田女【つだじょ】津田塾大学の学生「津田女ま

じまぶしいんだけどｗ」（バシ女は津田女をお

それている。）＜「ｗ（わら）」は若者ことば

欄に掲載＞ 
デアイセック【であいせっく】出会い＋アイセッ

ク「彼女できた。／さすがデアイセック。」（ア

イセックは文系サークル） 
電算【でんさん】電算抽選「電算の登録はいつか

ら？」（授業を抽選で決定する科目を電算抽選

科目と言う。） 
ドシビ【どしび】シビアの 上級「外国人の先生

はドシビが多い。」＜「シビア」はバシことば

欄に掲載＞ 
ドチョン【どちょん】チョンボの 上級「＊＊っ

てドチョンの極み。笑」＜「チョンボ」はバ

シことば欄に、「笑」は若者ことば欄に掲載＞ 
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なべまさ【渡辺雅男】渡辺雅男教授「なべまさの

授業とろうかな。」（昨年退官） 
西【にし】西キャンパス「次って西で授業？」 
西キャン【にしきゃん】西キャンパス「次の授業

西キャン。」 
ノル友【のるとも】レイノルト先生の授業をとっ

て仲良くなった人たち「ノル友増えた。」 
バシ【ばし】一橋大学「バシは地味だから。」 
バシ男【ばしお】一橋大学に通う男子「バシ男は

津田女をねらうのが宿命。」（小平の学生寮限

定かもしれない。） 
バシ女【ばしじょ】一橋大学に通う女子「バシ女

の結婚ってどうなんだろう･･･」 
バシ男【ばしだん】一橋大学に通う男子「バシ男

のチェックシャツは･･･笑」＜「笑（わら）」

は若者ことば欄に掲載＞ 
バレ同【ばれどう】バレー同好会「バレ同って誰

がいるの？」 
般教【ぱんきょう】一般教養科目のこと「般教埋

めなきゃ。」＜一橋では、正式には「全学共通

教育科目」である。＞ 
東【ひがし】東キャンパス「次って東で授業？」 
東キャン【ひがしきゃん】東キャンパス「次の授

業東キャンだ。」 

ヒューセク【ひゅーせく】ヒューマンセクソロジー

という講義「ヒューセクとる？」 
フィーホ【ふぃーほ】フィールドホッケー部

「フィーホの新歓楽しかった。」 
部室棟【ぶしつとう】学生会館の別名「我が部は

部室棟に部室があります。」 
フラ中【ふらちゅう】フランス語の中級のクラス

「フラ中とる？」 
ポル【ぽる】サッカーサークルである FC ポルス

ター「ポル入ったらしいよ。」 
本館【ほんかん】西本館「次の授業は本館だよ。」

（「本館」で普通西本館を指す。） 
マーカス【まーかす】一橋大学のシステムである

Mercury Campus System の略 Mercas のこ

と「マーカス落ちてるよ。」＜例文は、サーバー

ダウンしているということ。＞ 
マーキュリー【まーきゅりー】一橋大学のキャン

パス内にあるマーキュリータワー「マーキュ

リー初めて入った。」（敷居が高い。）＜主に大

学院生が使用する建物なので、学部生にとっ

ては敷居が高いようである。＞ 
マーケ【まーけ】マーケティング「次の授業マー

ケ。」 
レト論【れとろん】レトリック論「レト論とる？」 

 

 

**********************若者ことば******************** 

 

空きコマ【あきこま】授業のない時間のこと「空

きコマに練習しようかな。」 
あきらか【あきらか】あきらかに「あいつさ、あ

きらか間違ってんのに全然認めないんだよ。」 
あけおめ【あけおめ】あけましておめでとう「あ

けおめ～。」（ギャルが使うイメージがあるが、

ギャル以外の人も使う。死語に近い。） 
あざーす【あざーす】ありがとう「これやるよ。

／先輩あざーす。」 
あざます【あざます】ありがとう「これやるよ。

／あざますｗ」＜「ｗ（わら）」は若者ことば

欄に掲載＞ 

アフター【あふたー】活動のあとの食事会「アフ

ター参加する？」 
あるある【あるある】ありがちなこと「一橋は

チェックシャツが多い。／あるある！」 
いいね【いいね】いいねボタン。またはいいねと

いう心境。「mixi でイイネ！めっちゃつけ

ちゃった。」（facebook と mixi の機能で、イ

イネ！などの形でネット上やメールで使う。） 
一女【いちじょ】一年生女子「一女はキラキラし

てるなぁ。」 
一男【いちだん】一年生男子「一男かわいい。」 
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いつメン【いつめん】いつものメンバー。よく集

まるメンバー。「明日はいつメンで飲み会。」 

祈られる【いのられる】選考からもれること「＊

＊株式会社から祈られた。」（就活用語） 
意味不【いみふ】意味不明なこと「レジュメまじ

意味不でどうしようもない。」 
インカレ【いんかれ】サークルで複数の大学が一

緒に活動すること「うちのサークルインカレ

だよ。」 
～うぃる【うぃる】少し後にする予定の状況「バ

イトうぃる。」（死語に近い。） 
ウィンブレ【うぃんぶれ】ウィンドブレーカー「寒

い。ウィンブレ着よう。」（サークルとかで結

構使ったりする。） 
うえーいｗ【うえーい】テンションあがったとき

に出る奇声「乾杯！／うえーいｗ」（他学部に

対する侮蔑用語としてや、他大学に対する侮

蔑用語として使うこともある。） 
WEB テ【うぇぶて】ウェブテスト「WEB テの結

果 悪だった。」（就活用語） 
NNT【えぬえぬてぃー】就職の内定が無いこと

「NNT 確定だわー。」（就活用語） 
追いコン【おいこん】追い出しコンパ「追いコン

の日程が決まりました。」 

オール【おーる】徹夜すること「オールで飲み会

したら二日酔いになった。」 
オケオール【おけおーる】カラオケして徹夜する

こと「オケオールしようぜ！」 
おこ【おこ】怒っていること「おこだよ！」 
推しメン【おしめん】自分がお勧めする人「推し

メンは？／ともちん～♪」 
おしゃんてぃ【おしゃんてぃ】おしゃれ「ここの

カフェおしゃんてぃだね！」 
おつ【おつ】軽い意味のなぐさめ。笑いも含む。

ただの笑いの意味もある（ただし、嘲笑っぽ

い）。「単位落とした。／おつ。」＜「落とす」

は若者ことば欄に掲載＞ 
おつにゃん【おつにゃん】おつかれ「疲れた。／

おつにゃん。」 
落とす【おとす】成績不振により単位が取れない

こと「経営戦略論落とした。」 

オワコン【おわこん】終わってるコンテンツ「＊

＊はオワコンだよね。」 
オワタ【おわた】終了したということ。または結

果が絶望的なこと。「テストオワタ。」 
顔本【かおほん】facebook のこと「顔本眩しすぎ

て直視できないんですけどｗ」＜「ｗ（わら）」

は若者ことば欄に掲載＞ 
ガチ【がち】本当に、まじでと同義「ガチで急が

ないと間に合わない。」 
ガチ勢【がちぜい】その道を極めている人のこと

「一橋経済学部ガチ勢。」 
カテキョ【かてきょ】家庭教師「カテキョのバイ

トは割がいい。」 
壁ドン【かべどん】隣の部屋の人が壁をどんどん

すること「昨夜騒いでいたら壁ドンされた。」

（男女の恋愛事について使うこともある。） 
神【かみ】ある人のことを褒め称えるときに使う

「昨日おごってもらった～。あの人マジ神。」 
からの【からの】続きを促す。煽る。「私＊＊した

んだよね。／からのー？」（これやられるとき

つい。）＜「それで、その後は何？」といった

意味であるが、飲み会などで、話の続きを催

促されると辛い場合があるようである。＞ 
ガン見【がんみ】まじまじと見ること「電車で知

らない人にガン見された。」 
ktkr【きたこれ】テンションが高くなって波が来

ている様子「番号あった！ktkr」 
きちょはな感謝【きちょはなかんしゃ】本日は貴

重なお話ありがとうございました（就活用語） 

既読【きどく】LINE の機能「既読ついたのに返

事こない。」 
きゃわたん【きゃわたん】かわいいこと「え～こ

のダッフィーちょうきゃわたん～。」（女子高

生用語かもしれない。） 
キュン死に【きゅんじに】キュンキュンしすぎて

死にそうなこと「アニメ見てキュン死にしか

けた。」（漫画「ラブ★コン」で使われていた

が、 近あまり見ない。） 
～疑惑【ぎわく】可能性があること「この授業ぼっ

ち疑惑なんだけど･･･」＜「ぼっち」は若者こ

とば欄に掲載＞ 
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苦笑【くしょう】苦笑い「必修落とした。苦笑」

（語尾で使う。）＜「落とす」は若者ことば欄

に掲載＞ 
国音【くにおん】国立音楽大学、またはその生徒

のこと。「国音は国立にない。」 
グル面【ぐるめん】グループ面接「グル面緊張し

たー。」（就活用語） 
詳しく【くわしく】詳しく教えて「彼氏と別れた

んだ。／え！詳しく詳しく！」（インターネッ

ト上では kwsk とも表記。） 
げきおこぷんぷん【げきおこぷんぷん】すごく怒っ

ていること「そんなことすると、げきおこぷ

んぷんなんだからね！」（「げきおこぷんぷん

丸」はツイッターで使われている。） 
げす【げす】 低 悪でどうしようもない感じ。

「お前それはげすすぎだろ。」 
げすい【げすい】 低 悪でどうしようもない感

じ。「お前げすいな。」 
兼サー【けんさー】サークルを掛け持ちすること

「茶道部と華道部を兼サーしようかな。」 
ことよろ【ことよろ】ことしもよろしく「ことよ

ろ～」（メールことば。あけおめとセットで使

う。死語に近い。） 
コミュ障【こみゅしょう】人とコミュニケーショ

ンをとるのが苦手なこと「コミュ障だから飲

み会とかは行けない。」 
三女【さんじょ】三年生の女子「もう三女か。」 
三男【さんだん】三年生の男子「三男うるさい。」 
GD【ジーディー】グループディスカッション「GD

まじ緊張した。」（書きことばかもしれない。） 
～したお【したお】～したよ「漫画買ったお。」（ツ

イッターや 2 ちゃん以外で使うと痛い。） 
～したった【したった】してやったの略のような

もの「テスト寝ぶっちしたったｗｗｗ」＜「ｗ

（わら）」は若者ことば欄に掲載＞ 
自重【じちょう】場をわきまえること「今日ノー

パンだ。／ちょ、自重ｗ」＜「ｗ（わら）」は

若者ことば欄に掲載。例文は、「ちょっと、場

をわきまえて！」という意味。＞ 

死亡フラグ【しぼうふらぐ】明らかに失敗する前

兆のこと「俺、就活終わったら旅行行くん

だ･･･／死亡フラグだろそれ。」 
しゃれおつ【しゃれおつ】おしゃれ「しゃれおつ

なレストラン予約したよ。」 
塾講【じゅくこう】塾講師のアルバイト「週 2 で

塾講やってます。」 

情強【じょうきょう】情報に敏感な人「俺情強だ

から就活は余裕だわ。」 
情弱【じょうじゃく】情報が集まらない人。疎い

人。「情弱だから休講なんて知らなかった。」 
しょぼーん【しょぼーん】落ち込んだ時に使う言

葉「髪の毛が決まらないよー。しょぼーん。」

（口に出して言われるとかなりうざい。） 
～しろください【しろください】命令形×丁寧語。

ビビった様子。「教えろください。」 
新歓【しんかん】新入生を勧誘すること「新歓頑

張ろう。」 
スイーツ(笑)【すいーつ】キャピキャピしている

女の子のこと「＊＊ちゃんはスイーツ(笑)だ

よね。」（死語） 
スイパラ【すいぱら】食べ放題のスイーツレスト

ラン「スイパラ行って食べ過ぎた。」 
スぺ語【すぺご】スペイン語「スぺ語とる？」 
制服ディズニー【せいふくでぃずにー】制服でディ

ズニーに行くこと「制服ディズニー行ったん

だ！／その歳で？」 
それな【それな】そうなんだよね、など同意を表

す。「あの授業大変じゃない？／それな！」「教

科書高い。／それな。」「彼女いなくてつらい

orz／それな。」＜「orz」は若者ことば欄に掲

載＞ 
それね【それね】そうだよね、など同意するとき

に使う。「あの授業大変じゃない？／それね！」

「教科書高い。／それね。」「クリスマス近いし

彼女ほしい･･･／それね～。」（九州で使われる

「だからよ。」と同じ意味合いだと思われる。）

＜備考を記入した学生によれば、鹿児島の「だ

からよ。」と同じ印象を持っているという。＞ 
たこパ【たこぱ】たこ焼きパーティー「たこパし

たーい。」 



一橋大学国際教育センター紀要第 4 号（2013） 

118 

ダサ男【ださお】ダサい男のこと「あいつダサ男

じゃね？」 
たしかし【たしかし】たしかに「今日寒いよね。

／たしかし。」 
誕プレ【たんぷれ】誕生日プレゼント「彼氏から

誕プレもらった。」 
ちーっす【ちーっす】こんにちは「先輩、ちーっ

す。」（ちゃらい男性限定。「っす」の部分は体

育会系の中で使われるイメージがある。） 
遅刻フラグ【ちこくふらぐ】明らかに遅刻する前

兆のこと「あと 10 分だけ寝る。／遅刻フラグ

きました^^」＜「^^」は携帯電話などで使用

される顔文字＞ 
チャイ語【ちゃいご】中国語「チャイ語とる？」 
ちゃっす【ちゃっす】こんにちは「先輩、ちゃっ

す。」（「っす」の部分は体育会系で使われるイ

メージがある。） 

チャラサー【ちゃらさー】チャラいサークル「チャ

ラサーには入りたくない。」 
チャリキー【ちゃりきー】自転車の鍵「チャリキー

なくして家に帰れない。」（「チャリ鍵」とも言

う。） 
中二病【ちゅうにびょう】精神年齢が中二の状態 
チラ見【ちらみ】一瞬だけ見ること「チラ見する

だけならばれないよ。」 
ツイッタラー【ついったらー】ツイッターやる人

「＊＊もツイッタラーなの？」 

ツイ廃【ついはい】ツイッター廃人 
つらたん【つらたん】辛いこと「遅刻した。つら

たん。」 
詰んでる【つんでる】切羽詰まっていること「明

日テストなのにノー勉だ。詰んでる。」 
ツンデレ【つんでれ】いつもはそっけないのに偶

にデレてくること「あの人まじツンデレだよ

ね。」＜「デレる」とは、「そっけない」様子

とは反対で、非常に好意的に接すること。＞ 
出会い厨【であいちゅう】出会いを執拗に求める

人「あいつは出会い厨だ。」 

ディスる【でぃする】嫌う、批判する、嫌な態度

をとる。「先生のことディスってたら単位落と

した。」＜「落とす」は若者ことば欄に掲載＞ 

デキ女【できじょ】できる女子「あの子はデキ女

だから料理も勉強も仕事もできる。」 
デキ男【できだん・できお】できる男子「デキ男

の＊＊くんが仕事やってくれた。」 
～ですしおすし【ですしおすし】特に意味はなく

～ですし、という意味「でもそうはいっても

仕方ないですしおすし。」（ツイッターでよく

使う。） 
テニサー【てにさー】テニスサークル「テニサーっ

てテニスしてんの？」 
てへぺろ【てへぺろ】てへという照れと、ぺろと

いう舌を出した動作。「許して。てへぺろ。」 
ドイ語【どいご】ドイツ語「ドイ語とる？」 
DQN【どきゅん】非常識なさま「DQN 共がうる

さくて眠れない。」＜非常に読みにくいなど、

普通ではありえないような名前を「DQN
ネーム」と呼んだりする。＞ 

ドタ【どた】どたきゃんをさらに短くしたもの「昨

日あいつにドタされたんだけど～。」 
ドタ参【どたさん】土壇場で参加すること「ドタ

キャンはダメだけどドタ参は大歓迎です！」 
ドヤ顔【どやがお】得意げな顔のこと「彼女でき

たからってドヤ顔すんなよ。」 
東女体【とんじょたい】東京女子体育大学「東女

体ってどこにあんの？」 
ないわー【ないわー】想定外の事態が発生したとき

に使う「中間試験の日程早まるとかないわー。」 
～なう【なう】今現在の状況「吉方巻なう。」（死

語に近い。） 
萎えー【なえー】気分が沈むこと「せっかく来た

のに休講だ。萎えー。」（萎えるという動詞の

形でも使われる。） 
なえぽよ【なえぽよ】気分が沈むこと「せっかく

来たのに休講だ。なえぽよ。」 
なにげ【なにげ】実は意外と「 近どう？／ 近

なにげ忙しいんだよねー。」 
なにげに【なにげに】実は意外と「 近どう？／

近なにげに忙しいんだよねー。」 
鍋パ【なべぱ】鍋パーティー「今日鍋パしよ！」 

肉食【にくしょく】恋愛に積極的な人のこと「あ

いつまじ肉食だよな。」 
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西野カナ系女子【にしのかなけいじょし】西野カ

ナの歌詞で出てくるような重い恋愛をしてい

る女子のこと「あいつ西野カナ系女子じゃ

ね？」（宇多田ヒカル系女子などもある。） 
二女【にじょ】二年生の女子「もう二女になっ

ちゃったよー。」 
二男【にだん】二年生の男子「二男かわいい。」 
寝落ち【ねおち】何かをしている途中で寝てしま

うこと「レポートやってたら寝落ちした。」 
年確【ねんかく】年齢確認「年確されて入れなかっ

たー。」 
ノー勉【のーべん】勉強を全くしていないこと

「ノー勉でテスト挑んだらオワタ。」 
飲みサー【のみさー】飲酒が目的のサークル「＊

＊って飲みサーだよねｗ」＜「ｗ（わら）」は

若者ことば欄に掲載＞ 
爆【ばく】非常に面白いこと。「笑」の上位互換。

「必修落とした。爆」（古い。）＜「落とす」は

若者ことば欄に掲載＞ 
爆笑【ばくしょう】非常に面白いこと「必修落と

した。爆笑」（語尾につける。）＜「落とす」

は若者ことば欄に掲載＞ 
パクる【ぱくる】真似すること。盗むこと。「この

映画、前の映画のパクりだよね。」 
ぱない【ぱない】程度が半端ではないこと「あい

つの考えマジぱない。」＜「ぱねえ」もよく言

うらしい。＞ 
ハピバ【はぴば】ハッピーバースデイ、または単

に誕生日。「＊＊ちゃんハピバ！」 
ハブる【はぶる】仲間外れにすること 
ピザパ【ぴざぱ】ピザパーティー「今後誰かんち

でピザパしよ。」 
ビッチ【びっち】男関係の激しい女性「＊＊さん

また違う彼氏できたんだって。／マジビッチ

だな。」＜肉体関係に限らず軽い意味で使うこ

とが多いらしい。＞ 
非リア【ひりあ】リア充ではない人「クリスマス

は非リア同士でパーティーするから。」＜「リ

ア充」は若者ことば欄に掲載＞ 
ファボる【ふぁぼる】ツイッターでお気に入りに

登録すること「あの人すぐファボってくる。」 

フォロリク【ふぉろりく】ツイッターのフォロー

リクエスト「フォロリク却下された。」 
ぶっち【ぶっち】行く予定になっていたけど行か

ないこと「1 限ぶっちして寝てよっと。」 
ぶっちゃけ【ぶっちゃけ】本当のことを言うと

「ぶっちゃけもう疲れたから帰りたい。」 

フラグ【ふらぐ】（悪い意味で）可能性があること

「再履フラグがたった。」 
フラゲ【ふらげ】前もって手に入れること「ドリ

カムの CD フラゲできた。嬉しい～。」 
フラ語【ふらご】フランス語「フラ語とる？」 
フル単【ふるたん】履修した全ての単位が取れる

こと「フル単やったあ！」 
ブロ【ぶろ】ツイッターでブロックすること。も

しくはブロックされること。 
ぶんじ【ぶんじ】国分寺という地名「ぶんじに一

人暮らししてるんだって。」 
ぷんすか【ぷんすか】怒っていること「まじぷん

すかだわ～。」 
ぼっち【ぼっち】ひとりぼっち「この授業ぼっち

疑惑なんだけど･･･」 
ぼっち飯【ぼっちめし】一人で食事をすること「今

日の昼はぼっち飯です。」 

ほもぉ【ほもぉ】仲の良い男の子同士をからかう

時の言葉「（男子の仲のいい様子を見て）ほ

もぉｗｗｗ」＜「ｗ（わら）」は若者ことば欄

に掲載＞ 
まじか【まじか】本当か。そうなんだ。「単位落と

した。／まじか。」「あいつ、あのバイトやめ

たんだって。／まじか。」（驚きを表すよりむ

しろ相槌に近い。）＜「落とす」は若者ことば

欄に掲載＞ 
まじきち【まじきち】まじで異常「GPA4 ってま

じきち。」 
MJKT【まじきち】まじで異常「GPA4 って MJKT。」

（ネットスラング） 
まじだ【まじだ】本当だ。「成績がもう出てるぞ。

見ろよ。／まじだ。」「あ、もう雨やんでる。

／まじだ。」 
まじで【まじで】本気で「まじで意味が分からな

い。」 
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マネ【まね】体育会系のマネージャー「あのマネ

さんかわいくね？」 
マルキュー【まるきゅー】商業施設 109（いちま

るきゅー）のこと「マルキュー行こうよ～。」 
メリクリ【めりくり】メリークリスマス「メリク

リ～」（死語） 
メンヘラ【めんへら】心が病んでること 
やばい【やばい】多義的で、何かしら差し迫った

状況。「やばい、間に合わない。」 
病む【やむ】落ち込むこと「彼氏にフラれて病ん

でる。」 

ゆうて【ゆうて】といっても「単位落とした。ゆ

うて GPA 足りてるし。」＜「落とす」は若者

ことば欄に掲載＞ 
ゆうても【ゆうても】といっても「ゆうても俺 GPA

足りてるし。」 
よくない？【よくない？】いいでしょ「このワン

ピよくない？」 
よっ友【よっとも】軽く挨拶するだけの友達、知

り合い。「あいつはよっ友だからあまり会話し

ない。」 
四女【よんじょ】四年生の女子「四女って大人っ

ぽいよな。」 
四男【よんだん】四年生の男子「四男はおっさん

ぽい。」 
リア充【りあじゅう】現実世界が充実してる人、

恋人がいる人。「いいよなー、リア充は。」 
リア充爆発しろ【りあじゅうばくはつしろ】リア

充をねたむ人が言うお決まりの言葉「クリス

マスはリア充爆発しろ！」 
リク面【りくめん】リクルーター面接「次はリク

面だ！頑張ろう！」（就活用語） 
リプ【りぷ】ツイッターのリプライ機能「リプ遅

くなってごめん。」 

リム【りむ】ツイッターのリムーブ機能「あいつ

にリムられた。」 
りょ【りょ】了解したということ「明日 8 時に集

合ね。／りょ！」 
老害【ろうがい】サークルなどで必要以上に干渉

する先輩のこと 
ロシ語【ろしご】ロシア語「ロシ語とる？」（ロシ

ア語と普通に言う人が多い。） 
わかんね【わかんね】わからない「この問題わか

んね。」 
わくてか【わくてか】わくわくすること「楽しみ

だね～。／わくてか～。」（wktk とも書く。ツ

イッターやメールなどで使う。） 
～わず【わず】少し前の状況「ランドわず。」（死

語に近い。）＜例文は、ディスニーランドに

行ってきた、という意味。＞ 
わちゃわちゃ【わちゃわちゃ】楽しく騒ぐこと「わ

ちゃわちゃしとるな。」（大阪なイメージ） 
笑【わら】笑い「ナンパされた。笑」 
ｗ【わら】笑い「ナンパされたｗｗｗ」（下品な笑

いのイメージがある。インターネット上で多

用される。ガラケーではアルファベットへの

入力変換が必要だったため「笑」のほうがよ

く使われた。）＜「ガラケー」は、従来型の携

帯電話のこと。＞ 
ワロタ【わろた】面白いこと「単位落としてワロ

タわ。」＜「落とす」は若者ことば欄に掲載＞ 
ワンチャン【わんちゃん】わずかな可能性でも「今

日バイトだけど、ワンチャン飲みに行けると

思う。」（人によって違う意味で使われている

印象を受ける。） 
orz【 】膝から崩れ、ガックリきている様子。「単

位落とした orz」（読み方は分からない。）＜

「落とす」は若者ことば欄に掲載＞ 
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５ まとめ 

一橋大学に在籍する学生に行ったキャンパスことば調査を報告した。一橋大学内だけで

使われる言葉に限らず、より広く若者ことばも調査の対象にしたことで、学生が使う多様

な言葉を報告することができた。今後は、協力者の属性や使用状況項目を用いた分析を進

めたい。また、継続的に調査を行うことにより、キャンパスことば・若者ことばの変化を

捉えることも目指したい。 
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