
第 6回日本語教育連絡会議報告

フランクフル ト大学日本学科専任講師 垂盛千香子

第 6回日本語教育連絡会譲は､スロヴェニア共和国リュブリヤーナ市内にある高校

Gimnazija琶1･skaの施設を借 りて､7月31日から8月2日にかけて行われたo主催責任者は､

スロヴェニア東方学会極東部代表で､筑波大学日本語日本文化学類外国人講師のアンドレ

イ ･ペケシユ氏､連絡事務は垂盛千香子が担当した｡スロヴェニア解介の夕べや､会議三

日目の見学旅行のお膳立てをしてくれたヴェスナ .チュ)i,ニーべッツ氏をはじめ､会議に

関連した雑務は､スロヴェこア東方学会の集中講座で日本語を学んでいる人達の中から有

志が手伝いをかってでてくれた｡

会議には､ヨーロッパ計7か国11機関から､日本からの参加を含めると計17機関から20

名が参加した｡

参加機関リス ト

国名

ブルガリア

チェコ

フィンランド

ポーランド

オース トリア

ドイツ

(順不同)

機関名

ソフィア大学

カレル大学

ヘルシンキ大学

ヤ千エウオ大学

ウィーン大学

ケルン日本文化会館

ベルリン自由大学

ベルリン･フンボル ト大学

ノル トライン｡ヴェス トファーレン州立語学研修所

フランクフ)i/I.ゲーテ大学

スロヴェこア スロヴェニア東方学会

日本 筑波大学

群馬大学

新潟大学

横浜国立大学

東京外国語大学

ABC日本語学校
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第 6回日本語教育連絡会譲プログラム

7月31日 (土)

7:15-7:45朝食

8.･OC･-845開会式

あいさつ

8二45-9:30研究発表

9:30-9:45休憩

9:45-10･30研究発表

lHj_L30ll:】5研究発豪

il:15-12LtjO昼食

は OCE-12:45研究発 塞

12二4513:30研究発表

13;30-は 45休憩

13:4514:30研究発表

14:30-1515研究発表

スロヴェこア科学技循豪農会議長 DT_PeterTanciGq

スロヴェ二アr-=奉友好協会会長 C)T.STeEc,7,akTajSe買

スロヴェこア東方学会会長代理 DrAndTejBekes一

表記体系におけるイノペ-ショ:/,アンドレ/卜 べケンュ

海外における会話教育に関する--考察 山聴智恵

フ ィ ン ラ ン ド語母語話者にとっての日本語の発音 凝 着 子 美

外 国 人 の た めのスロヴェニア語セミナーに参加 して 等 時 な ぎ さ

初親終了段階のロ-ルプレイ 矢沢理子

｢といっ｣の昂法について 岩沢和宏

ほ 15-1900日由衝動

19,OO-2T3:()C3夕食

20:00-21･00スライドによるリュブリヤ-ナ市とスロヴェこアの帝介

ヴェスナ ｡チュルニーヴェップ (染色家)

ク1】nn- 自由討論

8月1日 は )

7･15-7:45朝食

8:00-8:45研究発表 地方国立大学の留学生受入の現状 土屋千尋

81.45-9:30研究発表 日本語教育におけるふりがな表記の問題点 土屋順一

9.30-9:45休憩

9:45-10:30 ｢日本事情｣の理念的イメージについて 砂川裕一

10:30-ll:15プロトタイプ理論と外国語教育 砂川有里子

ll:15-12:00昼食

12ニ00-12:45主賓講演 石田敏子

12:45-13:30オース トリアの高枚やVHSにおける日本語教育 マデル ドナーめぐみ

13:30-13:45休憩

13:45-18:00各棟関報告､最終討論､第 7回連絡会議にむけて

19:00-20:00夕食

20:00一 自由討論
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8月2日 (月)

7:15-745朝食

8:00- 会場前でバスに乗車､視察 ･見学 日帰 り旅行

Ljubljana-Gorenjska(Vintgar自然 -Bled歴史 -Kropa鉄細工 )

参考資料

1993年 7月31日付け"SLOVENEC"紙記事

『日本語について』

(リュプリヤーナ)今 日からリュプリヤーナで､第 6回日本語教育連絡会譲が開催 され

る｡11か国の諸大学教育機関から計23人の日本語講師が参加する｡会議はスロヴェこア東

方学会が組織､スロヴェニア日本友好協会が後援するもので､開会宣言を行うのはスロヴェ

ニア共和国譲会議月で科学技術開発委員会委員長のペテル ･タンツイグ博士｡タンツイグ

氏 もかつて日本語を学んだ経験がある｡

会議は､ヨーロッパ各地の大学で行われている日本語教育の推進と向上をはかろうとい

うもの｡理論にとどまらず､広 く実践上の経験も交換される｡会議の一環として見学旅行

も計画されてお り､参加者にはスロヴェこアを知る機会 も捷供される0

6.mednarodnakonferenca

Ronferenca
Ijubljana- DanessevI.ju-

bljanizaeenja6,mednarodna
konfer,encaopoueevanJujapOn-
skegajezikaUdele皇ujeseje23
visoko蓋olskihueiteljevjaponske-
gajezikaizenajstihdrゑav.Kon-
ferenco,kipotekavorganizacIJI
SlovenskegaorientalistiCnega
dru5tvainobpodpor主Dru孟tva
slovensko-japonskegaprijatelj-
stva,jeodprldr｡PeterTancig,
poslanecdrゑavnegazboraRepu-
blikeSlovenijeinpredsednik
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o)apon誰ini
●

odborazaznanost,tehnolo飢O
inrazvojternekdanjiStudent
japOnSkegajezika.

Namenkonference pospe一
色evanleinizbolj菖evanlepouka
JapOn蓋とinenavisoko島olskihin
drugihustanovahvEvropi,na
njejpasinebodoizmenjavalile
teoretienih,temveetudipraktie-
neizku色nje.Vokviruknnferen-

cesibodoudele皇enciogledali
tudiSlovenlJOinjotakopobliゑe
spoznali. M.M.



参 加 者 名 簿

-1993年11月1日現在-

アンドレイ ｡べウシュ AndrejBekeg(筑波大学､スロヴェニア東方学会)

〒茨城県つ くば市天王台 1-i-i筑波大学日本語 ｡日本文化学類

77打敏子 (筑波大学)lLJ--⊥｣秒ヽ｣

〒茨城県つ くば市天王台 1--1-1筑波大学文芸言語学系

岩揮和宏 (カレル大学)

C/0JapaneseSectlOヱ1,Dept.ofEastAsianStlJdiesFFu箆,Ceietna2Cj,PTaba1_

11CiOCJCZECをi毘EP

小野正樹 (フン求)Llト大学)

小野朱美

Zi三iZeTliiDr壬str',5,irJS55Be主-'iili,GE設MLALNY

沢田麻理 (ノ ル トライン *ヴェス Tファーレン州立語学研修所)

Stlffstr21h44892Boch71m_GERhFiANY

塞盛千香子 shigemorjCh3kakoBueaT げ -テ大学､スロヴェこア東方学会)

Ahornstl118,65933Frankfurt/MainテGERMANY

新藤紀子 (ウィーン大学)

Wasagasse21/U3,A-1()90wヨen,AUSTRLAl

砂川裕一 (群馬大学)

砂川有里子 (筑波大学)

〒37ト01群馬県勢多郡富士見村市之木場414-5

谷口英美 (元モハメ ド5世大学､現ABC日本語学校)

〒 114 東京都北区上中里 1-5-1 和楽荘 工藤方

土屋千尋 (元ソフィア大学､元ヤギェウオ大学､元モンゴル国立大学､現新潟大学)

土屋順一 (東京外国語大学非常勤)

〒950-21新潟県新潟市五十嵐2-8050 新大宿舎RB-306
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西原 潤 (ケルン日本文化会鏑)

Marsllstein15,50676Koeln,GERMANY

堀誉子美 (元ソフィア大学､元ヘルシンキ大学､現横浜国立大学)

〒240横浜市保土ヶ谷区坂本町 176福寿ハウス 202

水上俊二 (ソフィア大学)

C/0EmbassyofJapan,ul.LylJIyakovaGradina14,Sofia,BULGARIA

Maderdonnerめぐみ (ウィーン大学)

SchlachthammerstTaSSe9A,A-1220Wlen,AUST良工A

守時なぎさ (筑波大学院生)

〒305茨城県つくば市天久保 3-15-7バレーシャル河田A208

矢沢理子 (元ヘルシンキ大学)

〒981仙台市青葉区新坂町 16-32

山根智恵 (ヤギェウオ大学)

AIKasztanowa47/B,30-227Krakpow,POLAND

渡辺恵子 (ベルリン自由大学)

Pestalozzistr.69,10627Berlln,GERMANY
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