
第 8回日本語教育連絡会議報告

参加者数

Ea奉 :10名 ポーランド:21名 その他 :31名 計 :62名

(｢参加者名簿｣㌔ ｢参加者の所属機関名簿｣を御参府ください｡)

会話日程

7月3nJ日 は ) 司会 ロベルト･カシャ [於 :恭O-ラ汁 浦でナニ市.アダムもミツキェウ㍉チ大学

コ躍 如 e ノサム榛､ロ-マンさがラッタ①ホール]

(7:00-8:20 *@)

9pO0-9:30 開会式 挨拶 マレツタ;タレングレフスキ副学長

タデウシュ｡ズダウカ学部長

在ポ-ランドE3本国大使館 伊藤最氏

国際交流基金ケルン日本文碓会館 村田暁彦氏

9.30･iOニ15 講演 アルブレッドDマイェダイチ :鮎searc,hot-iJaPanlnPdand(英語)

(10:15-10:30 休憩)

iO:30-1100 発表 1 梶本ヒ-リー順子 :ファンクショナル セアブロー---チ-文法の取り扱い方

をめぐって-

ll_:00-11･30 発衰2 砂川有里子 :談話主題の導入形式

i且:30-1200 発表3 大宅膏未 :オランダ -ライデン大学に放ける作文授業

12:00-12.30 発表4 真崎光晴 :海外における日本語教師養成講座の一例

(12:30-13･45 昼食)

13:45114:15 発表5 長坂水晶 :日本語の文章における冒頭文の特徴

14:15-14:45 発表6 黒沢晶子 :｢別室｣と ｢特別室｣に見る音変化の規則性

14:45-15:15 発表7 アンナ ･コメンジンスカ :外国人と日本人による仮名の認知

15:15-15:45 発表 8 アンドレイ ･ベケッシュ :作文作成支援ツール

(15:45-16:00 休憩)

16:00-16:30 発表9 アルカデイウシュ｡ヤプウオインスキ :談話における日本語の人称情報

16:30-17:00 発表 10川手ミェジェイェフスカ恩 :伝達能力の育成 - ｢断り｣という発話行為

を例に語用論的視点より-

17:0011730 発表1i的場主真 :Llにおける伝達能力の発達の対照研究一発話行為における

指示パースペクティブ

(17:30-17:45 休憩)

17:45-18･iS 発表12沢田麻堪 :PDL (心理劇を応用した言語教育)について

18:15-18:45 発表13グールツ三隅友子 :学習カウンセリングの可能隆 一学習方法の意識化の

試み -

18:45-19:15 発表14マデル ドナーめぐみ :初級における聞き取りタスクの工夫

(19:30- 夕食 中華レストラン パンダ)

viii



7月31日 (月) 司会 ロベル ト･カシャ/土屋順一 ･土屋千尋

(700-820 朝食)

9･00-9:30 発表15堀誉子美 : ｢音節量｣三元説による音節特徴 一 日本語とフィンラン ド語

の場合-

930-10:00 発表16 山根智恵 :ポーランド人日本語学習者の誤用

10:00-1030 発表17 南雲弥恵子 :日本語の聴解学習における背景的知識の提示の効果

(10.30-1045 休憩)

10:45-ll15 発表18岩滞和宏 :チェコ語話者に日本語を教える際の問題点

ll:15-ll:45 発表19 重盛千香子 :人物の外見描写表現- 『長くつ下のピッピ』における文型

対傑調査 (日･独 ･スロヴェニア語)

ll:45-12:15 発表20 久山宏一 :ポーラン ドで､日本語表記の教材を作成する

(1215-13･30 昼食)

1330114:00 発表21土屋順一--:東欧からの留学生の学習困難に対する支援の方策

1400-14:30 発表22 砂川裕一 :"第三領域"としての ｢日本事情｣

14･30-15:00 発表23 土屋千尋 :モンゴルの社会変革と日本語教育

(1500-15:15 休憩)

i515-18:45 機関報告 司会 土屋順一/土屋千尋

18:4511915 全体会議

1930- 懇親会 コレギウム ヒス トリクム UAM

8月 1日 (火) ポズナニ市とその周辺の団体見学 (担当 :カシャ､コメンジンスカ)

クルニック､ロガリン､大聖堂､旧市街等

(日程担当 :生島真穂)

図書展示

会議期間中､会議会場隣のC3大教室にて､ポーランドの日本研究 ･日本語教育に関する図

書 180点 (マイェヴイチ蔵書)の展示が行われましたoまた､参加者のクロス尚美氏､ゲ-ル ツ

三隅友子氏､ロベル ト･ショーベル氏､高宇 ドルビーン洋子氏､土屋順一氏､マデル ドナーめ

ぐみ氏からも展示資料を御提供いただきましたO配布資料としては､凡人杜様から 『日本語教

材リス ト1994-1995』を､第 8回日本語教育連絡会議日本側事務局からは､ 『日本語教育連絡会

議報告』のバックナンバーをお送りいただきました｡ここに記して改めて御礼申し上げます｡

(展示担当 :久山宏一-､富岡博 )

その他

会議期間中には､参加者の間でアンケー ト調査などの活動も活発に行われましたDまた､主

催側の反省資料としてのアンケー トにも御協力いただきまして､ありがとうございました｡ア

ンケー トの結果は､次回会議主催予定機関と日本側事務局にも送付させていただきました｡
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