
第 7回日本語教育連絡会議報告

ポアジチ大学 真理子 ･エル ドア ン

参加者の所属機関リス ト (順不同)

国名 機関名

ブルガリア ソフィア大学

チェコ

ポーランド

ドイツ

スロヴェニア

トルコ

ロシア

英国

日本

カレル大学

アダム ｡ミツキェピチ大学

ベルリン自由大学

ノ)i,トライン･ヴェス トファーレン州立語学研修所

Tユ1スフ｢]レグ大字
-て こ,､ノノナ ･7 11′L _ jFiO｣ ､三L一一七一渉
ノ ノ √ / / /V J ノ ノ ノ＼~r

マ)i,ティン ･ルター大学 ･ハレ-ヴイツテンベルク

日本語普及センター ･フランクフル ト

スロヴェニア東方学会

ボアジチ大学

モスクワ大学

ダーラム大学

欧日交流基金

神田外語大学

くろしお出版

群馬大学

国際大学

下関市立大学

筑波大学

東京外国語大学

東洋大学短期大学

名古屋外語専門学校

新潟大学

(財)日本国際協力センター
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第 7回日本語教育連絡会議プログラム

7月29日 (金)

到着

7月30日 (土)

8:00-9･00

9こCi0-9.15

9:ま5-iO:45

ユ0:45-1ま:00

1且:00-13:30

13二30-15ニ00

15eO8∩17:00

17:00--17:15

17:15-19:15

19:15-

7月31日 (E3)

8:00-9:00

9:00-ll:00

朝食

開会 の 辞

がアジチ天草文理学部歴史学科助教授 エセ ンベル ･セルチュタ

特別講演 神田外絶大準教授 奥津敬一郎

｢言語における普遍と特殊-うなぎ文の世界--｣

休憩

研究費家

日全体的アプロ-テjによるか怒尊,'Ab｣ 早場由加遵 守ヨ脇温子

博 戯擾期の学習者 を対象としたニュースの審き取 机 烏丸淑子

｢コンテクス トと文の形式 :卜 は-だjと 訂｡が-だ 』 をめ ぐ,3てJ

砂 川 有澄子

摘 本革情教育に､別 -てJ 砂川裕一

｢会静における引用文 卜 ツテ頼 ごついてJ 確口親子

畳食

研究発表

F新聞V,r)通読講習について｣ ジョンデク告ぎ芸

｢日本語教育における ぎ待遇表現jの扱い方｣ 坂本慧

｢発話行為におけるパ-スペクテイブと社会言語学的コンテクス トと

の関係｣ 的場主真

｢心理劇を応用 した言語教育の紹介HJ 的場 (沢ea)麻理

休憩

研究発表

｢E111alH を利用 した日本語通信教育 2｣ 石EEi敏子

｢他動性 と述語動作担い手の意志｣ 塞盛千香子

｢途上国か らの研修負に対するサバイバル日本語教育｣ 谷口英美

夕食

夜の部

朝食

研究発表

｢洪字音における母音の脱落現象 と教え方｣ 黒沢晶子

｢日本語普及センターで使用の日本語教材について｣ 兵略光晴



ll:00-11･15

ll:15-12:45

12:45-14:00

14:00-15.00

15:00--1600

16･00-16:15

16.15-19:15

19:15-

｢cAIを用いたSLT/Lのためのテクス ト支援型辞書の-試案｣

ペケシュ ･アン ドレイ

｢中級クラスにおけるスピーチ指導についての事例報告｣ 木村静子

休憩

研究発表

｢英語に起源をもつ外来語一英語話者が経験する 『認識の難 しさ』｣
クロスなおみ

｢ロシア語圏の日本語教科書｣ 矢沢理子

｢動作主のあらわし方に関する日本語 トルコ語の対照｣

土屋順一 ･土屋千尋

昼食

研究発表

｢Ht'コ人学習者によくみられる語用例-過去 4年間の試験の集計か

ら｣ エル ドアン具埋十 ･ンエレン‡羊ナ

｢日本人の言語行動とウチ ･ソ ト･ヨソの枠組｣ 三宅和子

講演

｢明治時代の日本人とオスマントルコ時代の トルコ人の19世紀西洋文

化に対するアプローチの方法｣ エセンベル ･セルチュク

休憩

機関報告

全体会議

事務局連絡

開会の辞

ポアジチ大学文理学部歴史学科常勤講師 エル ドアン ｡真理子

夕食

夜の部

8月1日 (月) 終 日自由

宿泊のみ
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参 加 者 名 簿

-1994年11月1日現在

ァンドレイ ,べケシュ AndrejBeke言(筑波大学､スロヴェニア薬方学会)

〒305茨城県つ くば市総代 5-537-1

ⅧL/FAX0298-513965

石葦召敏+ El机.I,3Lノ＼･ナ)

〒305茨城県つ くば市天王台 ト ト 1筑波大学文芸言語学系

TE!./FAX0298-53-4i2,2E-ma皇旦sobaTa@sakt汀a.CC,tSIJkuba.ac･jp

署揮和宏 拍 レル東学)

C′′LD毎 的eSel派｡tlOTi,I)eDt.GgEast触 anJBt.ddヱeSFFuiLCe互e+-n.a2C,,PTabai,

liOOCBCZEC責iREP

奥津敬一都 (神EE潮 譜大学)

〒277 千糞県相市大室 1886-213

Tu,/泊ま0471-34-0565

門脇リンケ温子 くべ ル 7,Yン自由東学 東アジア研究所日本学期

ppqhhアワ,qナr細 川E3ワ7鮎r粥THI,prTntmy

欄｣030-348-2683

木村静子 (国際大学)

〒949-72新潟県南魚沼郡大和町門前 244

阻 0298-21-3518FAX0257-79-1187E-mailskimtira@jpniujoo

黒沢晶子 Akik｡i(_uT｡SaWa (EuroIJapaneseExchangeFoundation)

2ForestRidge,Beckenham,KentB毘33NH,U･K･

Tm/槌且081-650-5912

クロス尚美 Na｡mi Cross (ダーラム大学)

4StoneyhlJTStRoadWest,GosfoTtb,NewcastleljPOnTyne三NFJ31PG,U･K･

TR091-284-5954E-mailnaomi.cross@dllTham.ac.uk

小島幸子 (名古屋外語専門学校)

〒453 愛知県名古屋市中村区亀島2-14-29

TRO521451-3827
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坂本恵 (下関市立大学)

〒751 山口県下関市大学町5-1-10-33

TEL/EA‡0832-55-1288

重盛千香子 shigemoriChikakoBucar (ゲーテ大学､スロヴェこア東方学会)

Ahornstr18,65933Frankfurt/Main,GERMANY

TR069-393478

砂川裕一 (群馬大学)

Papengracht5B2,ⅠnternationalCenter,LeidenUniversity9Rapenblirg6,2311EV

Leiden,Netherlands (1995年 8月まで)

砂川有里子 (筑波大学)

干371-01群馬県勢争郡'喜士兄町巾二乙不場414-5

TR/FA呈0272-88-8087E-mailsunakawa@sakura｡cc.tstlktlba.acjp

セルチュク .エセンベル SelcukEsenbel (ボアジチ大学)

DepartmentofHistory,FacultyofArtandSciences,BogaziciUniv"80815Istanbul

Ttlrkey

谷口英美 (元モハメド5世大学､ (財)日本国際協力センター)

〒114 東京都北区上中里 1-5-1 和楽荘 工藤方

TL/孤蓋03-391815790

田丸淑子 (国際大学)

〒949-72新潟県南魚沼郡大和町国際大学日本語プログラム

TR/EA‡0257-7911416E-mailtamaru@jpniujoo

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)

〒950-21新潟県新潟市五十嵐2-8050 新大宿舎RB-306

TEL025-261-2219(home)TR025-262-7265(Office)FAX025-262-7278(Office)

E-mailtsuchiya@geb.geniigata-u.ac.jp

土屋順一 (東京外国語大学留学生日本語教育センター)

〒183 東京都府中市住吉町2-6-1 グリーンコーポ203

TR/EA五0423-66-5006

なぎさ tジョンデク NagisaRzadek (7ダム ｡ミツキェピチ大学)

KatedTaOrlentalistykiUAM,tll･Miqdzychodzka5,60-371Poznaa,Poland
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TEL48-61775-816(home)i鮎48-61-616-836(office)

沼田善子 (筑波大学)

〒277 千葉県相市大室 1086-213

m/FAXO471-34-0565

早崎由加重 (ベルリン自由大学東アジア研究所日本学科)

KaTltStr.89,10627BerliTl,GermaTiY
m √ヽ√1/ヽrl√1tTinrう̂riLLIvJこ)zv~)ー)＼ノ._▲)

福西敏宏 〃みゆき (､くろしお出版)

〒116 東京都荒川区東尾久 1-30-12-204

7%/FAX03-3895-5475

塔をコ純子 〔筑波太字う

〒300 茨城県土浦市常名40〕6--ユ63

m0298,-21-3518_鎚 0298-536538E-maiをboTiguも∃@sa如Ta｡Cfl.ts油Iiba,acip

的場主真 (デュイスブ ルダ大学,)

的場 (沢田)麻理 (ノル トラ-仁ン J /1ェス ト ア ア---レ:,弁は 語学研修所)

StiffstT.21,Al,/呈892Boc壬hilLiiTl,CE毘h/EAiRfY

T乱u23L3-7三∋1-74'/

兵略光晴 ｡利子 (日本語国際センター フランクフル ト)

Bahnhofsty.26,61476Krohberg.Germany

TR 06173-950110(home) TEE./FAXO6912067(Office)

真理子 .エル ドアン MaylkoErdogan (ポアジチ大学)

AbbasAgaMahUzengiSok.ElifApt.No2-4,Besikta等,‡stanbul了rurkey
TEL/ERE0212-258-2095

水上俊二 (元ソフ ィア大学)

〒336 埼玉県 浦和市元町 1 - 9 - 1 5 石川荘 3F西

TR048 - 887-8755

三宅和子 (東洋大学短期大学)

〒305 茨城県つ くば市二の宮4-13-1 2-512

TR/FAX0298-56-5391E-mailmiyake@intersc.tstlkuba.ac.jp
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矢沢理子 (元ヘルシンキ大学､モスクワ大学)

C/0EmbassyofJapan,KalashnnyPereulok12,Moscow,RllSSla

TEL7-095-291-85-00FAX7-095-20011240

ようこ Dシュレン ･青木 yokoStHenAoki (ボアジチ大学)

Firinsok"DidemAptNo.12/D15,Tesvikiye,Istanbul80200,Turkey

TRO212-227-5988

吉岡薫 (国際大学)

〒949-72新潟県南魚沼郡大和町国際大学日本語プログラム

TEL0257-79-1832(home)TEE0257-79-1515(Office)EAR0257-79-1187

E-mailkaomly@3pniujoo

渡辺 憲 子 (元ベルリン自由大学､元マルテ-fンルター大学 Bハレ-ヴfツテンペ ルカ1'ノー//

〒 13 3 東京都江戸川区北小岩3-17-13

TR03-3659-7820
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