
第 5 回 巨∃二奉二言喜･教 育 達 粂各 会 議 事艮 讐

新潟大学教養部講師 土屋千尋

第 5回日本語教育連絡会議はポーラン ド､ウッジ市内の国民休暇村ホテル ｢ブ シ ョンシ

ニチカ｣を会場 として､1992年 8月 1日～ 3日の 3日間にわたって開催された｡主催責任

者はポ-ラン ド日本協会 ウッジ支部の吉田勝一氏､日本側事務は土屋千尋が担 当 した｡

参加者は､スロヴェニア東方学会､ブルガ リア ソフィア大学､チェコスロヴ ァキ ア

カレル大学､ポーラン ド国内からミツキェ-ヴィチ大学 ､ヤギェウォ大学､ポー ラン ド日

本協会 ウッジ支部､日本からの参加 も含め､計 5か国10機関､14名であった｡
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8月 1日

09:30 開会の辞

09:50 機関報告及び名画日東語教育事情

ブjLJガ りア リ7ィア☆葦

チェコスロヴァキア カレル大学

木上俊二

岩滞和宏

スロヴェニ ア ズロヴ:L 二ア東方学会 ′ / 卜L,-r 申 べ ウ エノ ｢

ポ-ランド アダム8ミツキェ-ヴィチ大学 ロベjL,卜甘カ シ ャ

生島真培

i3:30 昼食

旦逢湖 浅間報告及び名淫日本 語黄昏 事情

ポ-ランド ポ白協 会 ウ ッ ジ支離

日奉 _}㌔T"I,日本語 学校

E3本 近代 E3本譜教 育史 研 究会

18:3む 第----Eq昌開会

8月 2Ej

O9;30 機関報告及び各国日本語教育事情

ポ ーラン.9- 1L7号ェワオ六二㌢

ニー-て;･再考

i-封｣真 美

~i~昼曜 -

敬不~思

山裾智恵

i8:ま5 研究発意

｢巨∃本語とスロヴェエア語における再帰行為表現の対照｣

重盛千香子

｢ビジネスマンに対するEj本語教胃｣ 分L｣央莱

｢テクス トの構成的構造 と指示語の用法

-コ､ソ､アによるコヒージョンの実験的研究Jアンドレイ .ベケシュ

｢異文化理解のための日本語教育

-スロヴェニアでの実例から-｣ 土屋千尋
且3:30 昼食

14:30 研究発表

｢教材研究 -お りがみ-｣ 吉田掛 -

｢イントネーションによる疑問表現 とその指導用の表記の問題点｣

土屋順一
16:30 全休討議

17:30 閉会の辞

8日3巨]

15‥00 ワルシャワ日本大使館にて大使主催ティーパ-ティー

16:30 現地解散
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-1992年 iHjiEj現在 --

アン ドL/イ 9ベケ シュ AndrejBeke喜(筑波大学 ､スロヴェニ ア東方学会)

〒 i55 東京都世口谷区北沢2-10-i5-904

生島真穂 (ミツキェ-ーヴ ィチ大学)

臼,jt,-1iPFALil19u付2,Ul.Kmr,CGTGallL 63巧22紬ZrEa昌一PfjLA対f)

岩揮和宏 (カ レル大字)

オ ル カ -ロLIJンツカ (元 ヤ ギ ェ ウ ォ大学 )

久山,f二 日ニッju :一一ヴィチ大学 子

C/0綻{iLe(∃ra毎 由 zna常Siノ･WaP紺O附きa鮒7J蝉卓日 加 細 山 e雛 U.鼻.臥

･u ;pHepodjogh3S｡1 6,Cj1--8′7AiP｡ZrはF'!,PO互｣AND

坂 本 一髪 し77J (-ギ l /ゴ fqI予 ,E

坂 瓦 経 -I

T･よ∠∠ f夏子jffI川皇宗構音宍而;'jt享北路篠原北2--i5-i3

佐 々田誠之助 (元ブカ レス ト大学､硯ハイテルベ ルグ大 学 )

S王達｡hsenstr･66,694CE'#ei軸eim,GER鮎hTYl

〒 192 東京都八 王子市小宮町299

重盛 千香子 ShigemoriChikakoBuear (スロヴェニ ア東方学会)

Ah｡rnstr･18,623OFr･ankfurt//Mai8080,GETミMANY

谷 口英美 (元モハメ ド5世大軍､硯ABC日本語学校 )

〒 114 東京都北 区上中里 ト 5- 1 和楽荏 工藤方

土屋千尋 玩 ソフィア大学 ､元ヤギェウォ大学､元モ ンゴル国立大学､硯新潟大学)

〒950-21 新潟県新潟市五十嵐 2-8050 新大宿舎 RB-306

羽太 園 (元 フンボル ト大学 )

〒 665 兵庫県宝塚市武庫山115-6

4



水上俊二 (ソフィア★学1

C/0EmbassyofJapan,ul.LyulyakovaGradina14,Sofia,BULGARIA

山根智恵 (ヤギェウォ大学)

Al.Kasztanowa47/B,き0-227Krak6W,POLAND

吉田勝一 (ポ目協会 ウッジ支部､ウッジ工科大学､ウッジ第三大学)

Ul.Konstytucyjna3m.37,90-150L6d主,POLAND

ロベル ト･カシャ (ミツキェ-ヴィチ大学)

Ul.Migalli22a,62-031Lubon,POLAND


