
ヤギェウオ大学日本学科 1994!f95年彊報告
南雲弥恵子

i.機関名 :ヤギェウォ大学言語学部東洋語学研究所日本学科

uniWerSytetぬgieHoiskl 官ydz主ayFiioioglCZny

互nstytutFiiologilOrlentaiTiej Zak壬adjaponistiTki

2.設 立 :1987年(同時に国際交流基金日寒語教育専門家の派遣開始)

土屋千尋氏-坂本一意氏,.+山根智恵氏-南雲---->本間淳子氏(95/96年度より)

これ以前にも1978年より東洋語学研究所の選択科目等として日本語講座が開講されて
l.1′1㌔I/_し.

3.教員数 :8名 (ポ…ランド入6､日本′良2)

当学科の問題点としては､論文審査資格のある教授が1人しかおらず､かつ学科長を

務めるその教授は本務校がワルシャワ大学で､2過に1度しかクラクフに出勤しない

ため､日常の雑事の処理にしばしば支障を来す問題が起こることが第-に挙げられるO

この解決策として､今年度は東洋語学研究所の所長と連絡を密に取り､実質日本学科

長代理の役を彼に果たしてもらうことができた｡このことにより事務処理や情報伝達

がかなり円滑になったC

スタッフは鞄に､講師3名､助手複名 (いずれも卒業生)㌔E3本人TA3名 相 寒語､

現代E3本社会､現代日本経鱗を担当)､国書司書 且太 く今年度は地理と胡訳の授業も

担当)であるC,

軋 学生数 :

i学年定員互5名で募集している重く､希望者が多く､超過傾向にある｡

学科開設当初は隔年募集であったが i:そのため現在4年生がいない)､大学側の方針

で92年,i;X乗毎年募集が行われている｡今後毎年学生が入学すると車乗年度はスタッフ

不足になることが予想されるが､日本学科の予算を考慮するとポストの拡充は絶望的

であるO人事関係の決定はギリギリになされるので､大学側が今後どのような解決策

を持ち出すか興味深いところであるo

邑! 報触時 御触 備 考 .

1年 21(14) 18(ll) 1名休学､2名退学09名9月追試O結果次第では退学O

2年 15(13) 15(13) 聴講生1名を含む07名9月追試o結果次第では留年o

3年 13(ll) ll(9) 】名後期より休学oi名留年.

( )内は女子数

試験に不合格でも追試が受けられ､それに受からなくても､事情次第では再度機会が

与えられる｡6月にある学年末試敦の追試は9月に行われるため､かなり学生に好意

的なシステムであるという印象があった.最大3回ある機会に漏れた者は､授業料を

払えば (通常は無料)留年が許可される｡但し､1年生は留年が認められず､落第す

ると転科するか再受験しなければならない｡
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5.カリキュラム 二

前期 :10/3-1/24(15過)

後期 :2/16-6/7(15過)

1年 2 年 3 年 5 年

日本語 10 日本語 10 日本語 10 日本語 4

漢字 4文法 4摘草入門 1地理 2 ~漢字 4文法 4(湖のみ文語 4(御のみ 漢字 2文語 4(鯛のみ 漢字 4修論ゼ ミ 1

翻訳 2 翻訳 2

加ゼミ 1地理 2歴史 2 ゼミ 1歴史 2

[B]:日本人TAによる

授業｡任意参加｡

学生は上記の講義の他､東洋語学研究所の講義 (外国語､言語学､文学論､選択科 目

の哲学､社会学､政治学等)を履修 している｡

今年度の日本語の主要使用テキス トは以下の通りであるが､来年度以降変更が検討 さ

れているものもある｡

1年 :日本語初歩､ヤンさん 3年 :縫合日本語中級前期､ロールプレイで学ぶ会話 _

2年 :日本語中級 Ⅰ､続ヤンさん 5年 :日本語を楽 しく読む本 中上級､日本社会再考

6.留学状況 :

94/95年度 エヴァ･ケウビン加助手 日本私費滞在中

パル/巧･ネヴォラク(5年生)オランダ留学(ユ トレヒト大学.縫営学専攻｡)

7レクサンけ･コウォジェイチタ(5牡)文部省日本語 ･日本文化研修でお茶の水大学留学

カタジ十･グEJljユカ(5牡)文部省日本語 ･E]本文化研修で京都大学留学

95年 7月 2年生3名､3年生5名､引率教師2名 国際交流基金訪 日研修助成で日本滞在

9月 ダ川シュ･)叩ラス(2年生)国際交流基金成績優秀者研修で日本滞在

95/96年度 エルジピエタ･アジョストブスカ助手 国際交流基金海外日本語教師長期研修で日本滞在

7.論文テーマ :

7月10日現在 卒業生 (マギス トル取得者)23名

文学 5(川端康成､芥川龍之介､安倍公房など)

歴史 4

言語学 3

経済 2

文化 9(茶の湯､書道､浮世絵､狂言､港語など)
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これまでの論文の3大テーマは､文学､歴史､言語学であったが､最近の傾向として

在学中からヤギェウォ大字のビジネススクール (PostgraduateStudiesofBusiness

andAdministration)に通い､diplomaを取得する学生が増えて来た.今後は､̀その

コースの教官に括導を受け､経済 ･縫営関係の論文を書 く者も増加するであろう｡

8.卒業生動向

岩本学科スタッフ5名､留学中､銀行､ラジオ局､大使館､一般企業､主婦など｡

残念ながら､卒業後日本語能力を活かせる仕事に就ける者は少ない0

9.今年度行事および雑感

呈i月 5E3 ワ邦,Iシャワ弁論大全 雄名参加で､2位 :聴講生 方か,しナ曽スケブンス芳

4位 ニ3年生 クシシュけ曲オ舶エヴォスキ)

il月23E∃～ ワルシャワ大学E3本学科75周年記念シンポジウム参加

11月30E3 日本美術技術センターオープン

12月 6日 開口時正氏公開講義 (東京外国語大学ポ-ランド語学科助教授)

今年度は様々な記念行事が閃かれたo中でもアンジェイ }ワイダ監督発案による日本

美術技術せンタ-がオ-プンLJ､高円宮衛夫妻をクラクフにお迎えした際には に ね

は皇室観のポ-ランド御訪問であった)､人形浄瑠璃､邦楽コンサ-トなどの催しが

多数開催された｡骨の後も､これまでり)レシャワだ喜才で健きれていたイベIJrトがクラ

クフでも開催されるようになって来た く3月188 3ETRO/JICA共催イベント､6月i2日

邦楽コンサート､95年歓には1周年記念で能楽の一行が来る予定)OこれはE!本学科

の学生にとっては幸運なことであるO 又､このような拠点を得ることにより人的交流

も盛んになり､ワルシャワ在住のE3本人等のヤギェウォ大学に対する関心が高まって

きたことの意味も大きいと思うG例えば､後述する三井物産の八尋相談役からの図書

寄贈や 3g丁監軸､らの車高コピ-機の譲渡は､そのような産経で実現 したものであるO

オ-プこンダの諸行事では日本学科の学生が通訳や案内役等お手伝いに当たったが､

その後､学生がセンタ-でアルバイ トをしたり､卒業生が仕事をしたりするような状

況は生まれていないOセンターも維持費の確保に苦慮 しているようであり､今後この

センタ-と大学が良い協力関係を築ければと思う0

12月13日 新入生歓迎パ-ティー

2月25日 盗難

3月 3日 引越

94年秋に予定されていた引超が3月に実現 し､日本学科は漸く大学所有の建物の中に

場所を獲得することができた｡不足していた机やいすも確保､念願の故員控室も独立
′

した図書室 も持つことができた｡しかし､この引越の直前に盗発があり､FAXが盗ま

れたO日本学科に入るためには合計5つの鍵があったか､-たまりもなかった.クラ

クフも､ワルシャワほどでは勿論ないが治安が悪化 しているのは事実であるo今塵､

大口の寄贈などある際には管理に十分な配慮が必要であろう｡因みに日本学科の教員

は､忘れたころに全員警察に呼び出された｡勿論私も取 り調べを受け､父母の名前や

括紋を残 して来たのであった｡
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3月31日 ワルシャワで文部省 (日本語 ･日本文化研修)､国際交流基金 (成績

優秀者研修)奨学金選抜試敦実施｡2年生ダリウシュ‥〈プラス 双方

で トップの成績を修める｡

4月 7日 日本学科で東洋学セミナー開催.

4月26日 新日本学科お披露目パーティー｡

5月10日 笹川平和財田招碑の堀氏による公開講義O

引越後､東洋語学研究所長と相談の上､大学内外に日本学科の新校舎を意図的に宣伝

する機会を持った｡一部唆味だった教室の所有権を明確にするためと､各教室にブラ

インドを設置する予算の確保､十分な数のいす､机を補充する目的であった｡正面か

らの主張が通 らない､或いは非常に時間がかかることは日常茶飯事である｡特に日本

人である筆者が要請の先頭に立っていれば尚のことである｡ポーランド人が取るその

ような方策を非常に面白く感 じた｡

5月19日～ 合宿 (クラクフの近郊ラブカにある大学の保養所にて､2泊3日)

6月23日～ ワルシャワ日本人会会員宅ホームステイ (1､2年生の6名希望)

6月30日～ 訪日研修 (選抜試験の結果､2年3名､3年5名､引率2名参加)

この国際交流基金訪日研修助成と文化無償の申請が今年度の大仕事であった｡ポーラ

ンド人の一般的経済状態を考えると､訪日の機会を個人的に持つことは非常に厳 しい｡

訪日研修助成は今回初めての申請で､ほぼ1カ月間6カ所に滞在するスケジュールだっ

た｡計画の立案は容易ではないが､今回の反省点も活かし､今後2､3年に1回位の割で

実現できれば素晴らしいと思う｡現時点では､このような申請､合宿､ホームステイ

の計画も､基金の派遣教師が主に行っている｡現地スタッフをいかに巻き込んで､将

来的に自立 した運営ができるよう促していくか､まだまだ長い道程であるように思 う｡

その難 しさは日本人とポーランド人の仕事の進め方の違いにも起因しているだろうし､

現地スタッフの給与を考えると､自分自身に直接メリットが見出せない仕事にノルマ

の授業以外の時間を捧げる発想が起こらないのも理解できる気がするからである｡

10,寄贈

三井物産 :クラクフ美術技術センターオープンに伴い､図書寄贈｡

JETRO:中古のコピー機を譲 り受ける｡

文化無償(ODA):来年度中にLL機器､コンピュータを中心とした無償供与｡

☆ クラクフ周辺の他の日本語教育機関

既にクラクフ第8高校 (日本人教師)､第13高校 (ポーランド人教師 :青年海外協力隊

隊員派遣要請中)で日本語教育が始まっており､他に第2高校 (協力隊隊員派遣要請中)

と第5私立高校でも開設が検討されている｡周辺ではミシレニッェの高校 (ky占1enice

.･日本人教師)､こェポウォミツェの市役所 (Nieporomice.･ポーランド人教師)でも

行われている｡このように､中等教育レベルでの日本語教育が始まっているのが注 目

される｡今後はヤギェウォ大学にも既習者が増加するであろうから､それに対応 して

カリキュラムを見直す必要性も出てこよう｡
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参加者名簿 [名字五十禰 増 称綱 〕 1995年12月現在

奈｢+｣の次は国番号,国番号のすぐ後の川)紘国内のみで使用｡

生島宴穂 (7ダム ･ミツキェヴイチ大学東洋学 ･バル ト学科) MsMah｡HKUS_W葺MA

OsPiasT_･｡wsklei03/16Pozna!i,POLAND,始!+4 8-(0)611792-105tel/fax+48-(0)6ト6ト68136(officpJ

石田アシュウエル小百合 (スターリング大学) MsSayurHSHiijA-ASHWELL

ilu13A批mValeRd,BridgeL)fAllan,Stirlmg,FK9,4PAScC)tiand,rJ.K.

iel+44-(O)i786-834-581(home),E-mailsl2@stlr.aC.uk

石登紀子 (ドイツ社印法人E3本語普及センター) MsJroklk｡首SHI

と三llgelsgasse(2,E3i350,13adHambu相,GERMANY

岩滞和宏 (元カレル大学) MrKazuh約1葺WAZAWA

〒7()トni香川県高松市高松町 旦86ト47,i-e旦0878-43108労

岩永照子 [レジュメ参加〕 lMsTeruk仁)呈WANAGA

(ユ小口計ジャパニーズ oエクスチェンジ やフアンデ-ションう

む三um-1apa∃1eSeExchangeFouridaかn,EJEFStudyCe且itre.LaneEnd,jqまghWyci)mbe.ifiucklnghamsh盲re

富iP14.Ti主i丘j,U醍,ie邑+44-(O)494-882-09ifax+44-(0)494-882-32i

ローマン ･SBインガルデン (コペルニクス大学) MrRomamSta呈1且Sをaw言NGARDEN

LlはrflSfCWSklCgO22m 28,87一旦00恥r鴫 POLA即日,te圭十48-(O)56Ji3終ruy的o呈11e)

綿奉､L友香+ (-′レシンキ大学) MsYukak･.つUEMURA

HtdkLISutlllとlC154,asurは｡2.0066OHelsink互,F王NLAND,te呈358-0一息9且23290(Office),
i.zlX358-0一旦9】22094(oirlCe)

梅津ゆみ子-MsYumiktlもJMETSU

大賢みどり ( 二科大学) MsMidoriOHNUK互

Hulllhidstr58,Ll_J7Dlisseldorf,GERMANY,tel/fax+49-(0)21i-660328

人宅寂大 (ライデン大学) MrNorio(jYA

Kdnaalwcg36,23LHjVLeiden,NEDERLAND,te呈+31-(0)7ト5121875(home),

hX+31-(O)7115272215(ol.fice),E-111ailOya@RulleLLeldenUnivNL

小川誠 (国際交流基金ケルン日本文化会館､国際交流基金日本語教育ア ドバイザー)

MrlLy'ldkoto(XiAWA

TapamSChcsKuitllrinstitut,UnlVerSitatsstra仏e98,50674K6ln,GERMANY,

td4L)-(0)2-2I140110-7i,fax49-(0)2-2i-406-06-15
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奥村圭子 (サンダーランド大学) MsKelkoOKUMURA

JapaneseStudiesDivision,UniversityofSunderland,TheIndustryCentre

.qy王t｡nRiversideWest,Wcssimigt()TIWay,SILilldellaJ-ld,SR53XB,TuT.K.,fax+441(0)19i-5i512669(office),

tel+44-(0)191-515-2666(ofBce),E-mailkeiko.okumura@sunderland.ac.uk

ロベル ト｡カシャ (アダム ｡ミツキェゲイチ大学東洋学 ･バル ト学科) MrRobertKASZA

KatedraOrientallStykiUAM,ul.Miglzychodzka5,601371Poznali,POLAND,

teVfax+481(0)61-61-68-36(Office)

加藤卓 (青年海外協力隊ワルシャワ事務所) MrTakashiKat6

JICAJapanOverseasCooperationVolunteers,

ul,JanaPaw壬aII18,1stmoor,00-116Warszawa,POLAND,tel+48-(0)22-627-01-64,+48-(0)22-627-0ト65,

fax+48-(0)22-620-16169

門脇1)ンケ温子 (ハレ ･ヴィッテンプルク､マルテイン ｡ルター大学)

MsYoshikoKADOWAK王-RINKE

Pestalozzistr.69,10627Berlin,GERMANY,tel+491(0)30-3239416

川手メジェイェフスカ恩 (元ワルシャワ大学) MsMegum KAWATE-M王ERZEJEWSKA

〒399-26長野県飯田市上久堅2926,tel/ねⅩ0265129-8949

河端勢津子 [レジュメ参加] MsSetsukoKAWABATA

(ユーロ･ジャパニーズ ･エクスチェンジ ｡ファンデーション)

EuroIJapanesehchangeFoundation,EIEFStudyCentre,IJaneEnd,HighWycombe,BuckinghalnShlre

HP143HH,U.K.,tel+44-(0)494-882-091,fax+44-(0)494-8821321

川村続俊 (アンカラ大学､創価大学別科) MrMunetoshiKAWAMURA

C/OA.tJ,GelistirlneVakfi,IllerSok.31/1,Mebusevleri,An kara,TURKEY,fax+90-312-2124990

久山宏一 (元アダム ･ミツキェヴイチ大学東洋学 ･バル ト学科) MrKaichiKUYAMA

〒336埼玉県浦和市中尾 973,te1048-873-6133

限本ヒ-1)-順子 (メルボルン大学) MsJurlkoKUMAMOTO-HEALEY

DepartmentofJapanese皮Chnese,TheUniversityofMeltx)urne

Parkvllle,victoria3052,AUSTRAL王A tel+61-319344-5987,fax+61-3-9344-4543,

E一maiHunko_kumamoto-healey.aslan@muwayf.unlmelb.edu.au

黒沢晶子 (元ユーロ･ジャパニーズ ･エクスチェンジ ･ファンデーション､現ロンドン大学)

MsAkikoKUROSAWA,2ForestRidge,BeckenhalnKentBR33NH,U.K.,teL/fax+44-(0)181-65015912,

E-1Tlailak8@soas.ac.uk

(Office)SchoolofOrientalandAlilCanStudies,UnlVerSityofLj)ndon

ThomhaughStreet,RusselSquare,bndonWCIHOXG,UK.

クロス尚美 (ダーラム大学) MsNaomi CROSS

4StoneyhurstRoadWest,Gosforth,NewcastleuponTyne,NE31PG,U.K

tel+4411(0)91128415954,E-mailnaomi.cross@durham.acuk
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黒滝力 (ソフィア大学日本語 .日本文学学科) MrTsutomuKUROTAKI

bi.3,Ap.25,i5Joi10tCunesir.SofiaBULGAR王A Lie:i+35912-701688(h()me),

fax+359-2-4921095(JapanEmbassy)

ゲ-ルツ三隅友子 (国際交流基金関西国際センタ-設立準備室) MsTomokoGEHRTZ-MISUM王

守iO7東京都港区六本木3-15-2ライオンズマンション六本木第313O7,

E-nl.ai呈CXWO20旦O@Tliftyserve.or.jp,

(ofBce)国際交涜基金関西国際センター準備室 〒107東京都港区赤坂i-12-32アーク森ビル2iF,

Lei03-5562-3507,fax03-5562-3509

アンドジェイ ･コヴァルナス (ヤギェウオ大学) MrAndrzej監OWALNAS

uj.NaBをonie9/19王Ⅹきり30-i47Krak6W,POLANDJLeけ 48-(0)-12-37-98-15

アンナ -コメンジンスカ (アダム 4ミツ卑エヴィチ大学東洋学 -ミル ト学科)

MsAnr,aKOMENDZ三内sKA

u呈.Reymonta7/3,60-79iPozrla点,POLAND

はi♯48-(0)6ト67-32-77もh⊂淵旭日ei/fax与481(0)6ト畠ト68-36iJLjffice)

坂野内勝 (国立教育研究所) MrMasaruSAKAYAUCHi

CorsL7deぼop･3呈｡86,mjMestre,Ve王1eZia,首TALY,tey飴x♯39-4i-53且4-07皇

ほ 泰)〒且53東京都目黒区下目巣 6-5J22 国立教育研究熱 te川3-572卜5vO9M bx(113-37終 tiij的

E-mal且を‡000004@nieT.gLljp

佐々木巧 くアダム .ミツキェヴイチ大学東洋学 リミル ト学科ラ MrTakuilliSASA監す

hyote呈uAMp,iOi,.u三村呈eszawska3,PLIZnal壬,P{jLA対D,

teけ 48-(0)6ト79-17-}93呼 (home),teUfax+48-(036ト6且-68-36'いつffTiCe)

佐藤秀樹 (コペルニクス大学) MTTrYiidek盲SAT(-)

C/まつをiLlteLAsyste_TICkj_ロob1031 ㌔ul.(~量agarma楓 87-looTortl由,PくつLANr)

沢田 (的場)麻理 (ノ/レトライン ･ヴェストプア--レン州立言語碗究所)

MsMarlSAWADAIMATOBA

UntermKolm4b,44797Bochum,GERMANY,tel/fax+49-(0)234-791-747

E一mallsawadamCtt)slf.ruhr-unトtR)Chumde

毛盛千香子 (ゲーテ大学) MsChikakoSHI(iEM()RトBUCAR

Ahornstr18,65933Frankfurt/Main,GERMANY,tel+49-(0)69-393-478

清水晶子 (ケルンE]本文化会館) MsAkikoSHiM壬ZU

Oassdl-kappelmannSir.26,K61n5093I,GERMANY

エステラ･ジェロムスカ (アダム ｡ミツキェヴイチ大学東洋学 ･バル ト学科)

MsEsteraZEROMSKA

teVfax+481(0)61-61-68-36(Office)
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ロベル ト･ショーベル (ポーランド日本協会ヴイエルコボルスキ支部) MrRobertSZOBER

TowarzystwoPolsk〔)-Japo丘skie,OddziaIWielkopolski,ulZgoda42/1,60-122Poznali,POLAND,
.,I⊥JOInli:1つつ(-)7ワL⊂･1■~■t)-＼U/U1~JJ~J⊥-/I

ジョンデクなぎさ (アダム ｡ミツキェヴイチ大学東洋学 ･バルト学科) MsNaglSaRZADEK

Katedra()rlental1StykiUAM,ul.Miglzychodzka5,60-371Poznali,POLAND,

teュ+48-(0)611775-816(home),teVfax+48-(0)61-61-68-36(Office),E-mailnagisa@huma111U.edu.pl

鈴木伸一 (クラーゲンフル ト大学) MrShlnlichiSUZUKI

UnlVerSlriltSStr.44/1,9020Klagenfurt,AUSTRIA

クシシュトフ ･ステファインスキ (コペルニクス大学) MrKrzysztowSTEFA内sKI

InstytutFIZyki,UniwersytetMikoIajaKopemika,ul.Grud軸dzka5r7,87-100Toru丘,Poland

砂川裕一 (群馬大学) .MrYt-IichlSUNAKAWA

〒37トOl群馬県勢多郡富士見村市之木場414-5,te上/fax0272-88-8087,E-mailsunakawa@sl'.gu_Tlma-uaC3p

砂川有里子 (筑波大学文芸 ｡言語学系) MsYurlkoSUNAKAWA

〒305茨城県つくば市竹園31107-405,tel/fax0272-88-8087,E-mailsunakawa@sakuracc.tsukuba.acJp

高宇 ドルビーン洋子 (ウス トラ1)アール高等学校､ストックホルム商科大学)

MsY6koTAKAU-DROBIN

MJOJnerbacken41,17248Sundtyberg,SWEDEN,teUfax+46-(0)8-7333368

樽見裕子 (元ブレーメンVolkshochschule) MsYGkoTARUMI

FllCdenveg29,64342Seeheilll,GERMANY,LEI+49-(0)6257-86237

土屋順一 (東京外国語大学留学生日本語教育センター) MrJun'ichiTSU(コilYA

守183東京都府中市住吉町 2-6-iグリーンコーポ203,tel/faxO423-66-5006

土屋千尋 MsChihir｡TSUCHIYA (第 8回日本語教育連絡会議日本側事務局代表､

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

lel025-2()ト22i9(ho111e),fax025-262-7278(office),E-111ailtsuchiya(a)geb.ge.nijgataAuacJ'p

富岡博 (アダム ･ミツキェヴィチ大学東洋学 ･バル ト学科) MrHirlつShiTOMIOKA

〒292千葉県木更津市八幡代5-37-8,te10438-37-5048

長坂水晶 (ベルリン･フンボル ト大学) MsMlakJNA(iASAKA

rjartnlngと111e24,lO557Berlin,(1･ERMANY,tel+49-(0)30-3931527

南雲弥恵子 (元ヤギェウオ大学､規国際基督教大学) MsYaek｡NAGUM()

〒272千葉県市川市国府台 ト8-10,tel/fax0473-72-1862,E-mailyaeko鍬cu.acjp

(ofllce)〒181東京都三鷹市大沢3丁目10番2号､国際基督教大学

西岡あや [レジュメ参加] (ソフィア第18総合教育高等学校) MsAyaNISHIOKA

.?()('VHulgaria()lflCeNnKOITiceBldg.,lothFi,BulganaSquare1,1414SOFIA,RUL(iARIA
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早崎由加里 (ベルリン自由大学東アジア研究所日本学科) MsY地ar主HAYASA監王

乾antsrJ.89.旦0627Be･r軌 GERM_A=NIY,te皇+49-(rJ)30-323-8245

エルジピエタ ･ブジョストフスカ (ヤギェウオ大学) MsEはbietaBRZOSTOWSKA

uiSnycerska31i7i,Krak6W,30-817POLAND

アンドレイ 亡べケッシュ (1)ユプジャーナ大学) MTAndre5BEKE菖

Koperska5,66320Portoro呈,SLOVENIAバel十386-66-731io且

堀着子美 (横浜国立大学留学生センタ-) MsYoshim≦HOR王

〒213川崎市高津区兼長234-203,teVfaxO441857-5782

本間淳子 (ヤギェウオ大学) MsJlmkijHOMMA

a主監asztanowa47億,30J227KFak6W,POLAND,teV払Ⅹ+48iO)12-2 5-32-05

アルフレッド･F.マイェヴィチ くアダム ｡ミツキニダイチ大学東洋学 ｡パル 盲､学科)

MrAlfredFMAJEWICZ

PL-62-060St甲ZeW.POLANL),LLeトト48イO)6i-134-296(home),fax+48-(0)61-6ま-68-3bltL-)fBceう

養蜂光晴 (ドイツ社団法人日本語普及センター) 的 MitsuhaguMAZAK互

Bahl血)IsTは 26,tli盆76KrohbeFg,GERMANY,官ei+49-榊6i73-95tjまは(horns),

ねⅩ+4()-(0)(19-20(127(｡拭ce)

松本香代子 Ms監ayLlkoMA7SUMOrI､O

bL3,Ap25ノ153LliiotCuriesirSo舶,BULGAR主A,lei+359-2-70i6卵(home)ラ

i畠XJ-351-,i-2-492呈luI.95(ukilP急呈-iE呈Tibas野)

マデル ドナーめぐみ (ウィーン大学) MsMegumiMADE良DONNE束

SchiachthailⅦ11erSt王.9Ai220,Wien,AUSTRiA,te呈+43-1-220-7956,.f放 す43-ト220-79564

的場主真 (ヴィッテン8ヘルデッケ大学) MrKazumaMATOBA

UntGrmKo11114b′44797扱うchum,GERMANY,甘el/fax+49-(0)234-79ト747

村 上京子 (名古屋大学留学生センタ-) MsKy6koMURA濫AMI

〒4(11名古屋市東区出来町2-8-8-804,te且052-933-3616

村田暁彦 (国際交流基金ケルン日本文化会館) MrAklhikoMURATA

JapanlSChesKulturlnStltut,UnlVerSitatsstraLSe98,50674Koln,GERMANY

teュ+4()-(0)2-21-40-10-71,fax+49-(0)212ト406-0615

矢沢輝子 [レジュメ参加] (元-ルシンキ大学､元モスクワ大学) MsMIChlkoYazawa

〒L)81仙台市青葉区新坂町 16-32,teュ022-274-1475

アルカデイウシュ ｡ヤプウオインスキ (アダム ･ミツキェヴイチ大学東洋学 ･バル ト学科卒)

MrArkadiuszJABLONSKI

KatedraOrientalistyklUAM,ulMl如zycllOdzka5,60-371Poznali,POLAND

te上/fax+48-(0)61161-68-36(office)
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山根智恵 (元ヤギェウオ大学､現山陽学園短期大学) MsChieYAMANE

〒703岡山市湊73-8,telIJfax086-274-0852

ヴィオレ､ソタ ･ラスコフスカ (ヤギェウオ大学) MsWiolettaLASKOWSKA

ul.R6Zyckigo5/85,31-324,Krak6W,POLAND,tel+48-(0)12-37-40-26

渡辺恵子 (元ベルリン自由大学､元マルテインルター大学､現筑波大学留学生センター)

MsKeikoWATANABE

〒133東京都江戸川区北小岩 3-17-13,te103-365917820

渡部あつ子 (国際交流基金ケルン日本文化会館) MsAtsukoWATABE-GROSS

Ziegleleiweg16,51149Koln,GERMANY

アダム ｡ミツキェヴイチ大学東捲学 ･バル ト学科 日本学専攻 学生ボランティア

マチェイ ･ヴァシェレフスキ MrMaciejWASIELEWSKI

ミハウニカチマレク MrMIChaiKACZtiviAREK

ミロスワバ ･カチマレク MsMiroshwaKACZMAREK

シモン･グジェラク MrSzymonGRZELAK

ヨアンナ ｡サラモン MsJoannaSALAMON

ラフアウ ･ジェプカ MrRardRZEPKA

グラジーナ ･トムチャク MsGrazynaTOMCZAK

エヴァ ･マウオハ MsEwaMALOCHA
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参加者の所属機関名簿 [国恥 五十音順j iij95年12月現在

イギリス

サンダーランド大学 JapaTT.eSeSとud王eSDiVisiL,ri,TJrT.iversitytjfStj呈1-der旦ar蝿T-h-e主軸 旦SをTyCe軸e

Hy旦tLjnRiversideWest,WessingrLC'nWay,Sunderland,SR53XB,U･K･jaY-+44-(0)19ト5旦5-2669

スターリング大学 DeptofiJapaneseStudies,UriivefSityLlfStiriing

siir呈主Il_AFK94LA SC.｢船 主鳴 UK..iCけ 4411'0)1786-4615,08{J,fziX十44(0うま7864(I)･tB88

ダーラム大学 DepartmentofEastAsianStudies

EIvetHlu,DurhamDHi3th,UK,tei+4叫0)i9ト374-323ijax十44-(0)j9卜374-3242

ユー-u斤ジやパニ-ズ ｡エクスチェンジ ･フアンデー-ション

EuroJapaneseExchaTige,F,測ndatlLljn,EuIEFS紬dyCentre

LaneEnd,HighWyc｡11油e,蝕iL=kulgぬ呈号IIShiineHPi43fiH,U.K.,バEA+4d-tfj)d9ム8821)9i,

払x+舶イO)494-882Ji21

オーストラリア

メルボルン大学 DepartmentofjvapaneseAGil_ま_n_eSe･,T主眼un且VeJrSlもyoFMe呈boume

ParkvlikVictoria3052,AuSTRALiA,は呈十6且-3-9344-5987,fax+()ト3-9344-4543

才-ノヽ トリF

y37イーソj(L蛍 Lrrl旦VerSi蜘W!恥 喜_n_S如上i如 ianonoILlgie

U王11VerS1号乱sstra乃e7.iOIOWlen,ATUTSTRIA tea+43-ト40iO3-202i,十43-ト40iO 3-?h557.fEiX十43-ト幼20533,

E-mallA7611fjAE@unlVle.aCaと

タラ-ゲンフル ト大学吾語学科 TJriit/e rSitat氾agenflJrt/inStitlJrL批 SprachwISSenSChafQ.

Universlはtsstr65-67,902()Klagenfurt.AUSTRヱA,tel+43-(0沖63-2700-350,r狐+43-(O)463-27脚-35且

オランダ

ライデン大学 CBntref(lrJapaneseandKoreanStudies,UnlVerSltyOfLeideII

ArsenaaLstraaH,㍗0.Box9515,2311(;(うLelden,NETHERLANDS,tel+31-(()〉71-527-25-53,

fax幸3日0)7ト5272215,E-mallJapanese(ouRuuet.Lezde｡Ur旦呈vn呈

スウェーーデン

ウストラA.)アール高等学校 Os舶 Reais(iylmaSjum

Karlavagcn79,i1459St｡ckhohll,SWZI.I)F,N,tel+4()-H-(1622122,lax+4(ト終-()()22()73

ストックホルム商科大/?I,IlanddshogskolaniStockhollll(=rrhcSt('ckho]lllSchooh'山 王cOI10m上CH)

Svcavilgen()5,P()Jjt)xr)5日,S-113糾StL)Ckh‖Lm,SWl工[)HN,lJ+4()-H-73()(J州),rZlX十4(トH131‡HH()
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スロヴェニア

リュブリヤナ大学

MrAn drejBEKE烏,Filozofskafhkulteta,A蓋kereeva2,61000LjublJana,SLOVENIA

チェコ

*I//I,** JapaneseSection,Dept,ofEastAsianStudiesFFUK

Celetna20,Praha1,11000CZECHREP,td+42-2124491426,+42-2124491423

(岩樺の後任は五十嵐和代)

ドイツ

アーへン工科大学 dolnstitutfurAnglistik,RheinWestf.TechnisheHochschuleAachen

Prof.DrJurgenEsser,Karmanstr.17/19,D52062Aachen,GERMANY,

Lei+49-(0)241-80-6416,E-mailjuergenesser@rwthaachen.de

ヴィッテン｡-ルデッケ大学 univers鮎とWitter.JIHTerdecke

Alfred-Herrhausen-Str50,58448Witten,GERMANY,tel+491(0)23021926-520

ゲ-テ大学 Institut免irOnentalischeurldOstasiatischePhilologien,Japonologle,J,W.Goethe-Universl蜘

Postfach111932tElbingerStr.1),60054Frankfurt/Main,GERMANY,tel+49-(0)69-798-22445

国際交流基金ケルン日本文化会館 JapanischesKulturinstltut

UniversitatsstraBe98,50674Kらln,GERMANY,Eel49-(0)2-2ト40-10-71,fax491(0)2-21-406-06-15

ドイツ社団法人日本語普及センター Sprachzentrull1fiirJapanische,V

Stiftstr.30,60313Frankfurt/Main,GERMANY,te上+49-(0)69120727,fax+491(0)69-20627

ノル トライン ･ヴェス トファーレン州立言語研究所ヤポニクム

LandessprachenlnStitutNRW,Japonicum

StielerStr129,44801BochulltGERMANY,teュ+49-(0)23 4-700-2385

ハレ･ヴィッテンプルク､マルテイン リレター大学

Se!Tu_marfurJaponologie,MartinLutherUniversit加IHalle,Witlenberg

郵便 :Postfach1108,06099Halle/Saale,GERMANY,所在地 :Brandberg23,06120Halle,GERMAT

ベルリン自由大学 FreienUniversiはtBerllnOAS

Podbielsklallee42,14195Berlin,GERMANY,C/0Prof.Kirschvereit･上el+49-(0)30-838-3857,

fax+49-(0)30-831-3008

ベルリン ･フンボル ト大学 Institiit且IrJapanologie,HullltX)1dtUniversitatzuBerlin

Marienstr39,10117Berhn,GERMANY,tel+49-(0)30-2802-3941,fax+49-(0)301281-5068

トルコ

アンカラ大学 AnCaraUmverslty,Sihhiye,An kara,TURKEY
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日本

群馬大学社会情報学部比較文化基礎論研究室

苧371群馬県前橋市荒牧町4-2,iei/fax0272-20-7437

国立教育研究所

守153東京都目黒区下目巣6-5-22,teiO 3-5721-5093,faxO3-3714-O986,E一旦nal互HO00004@Ttliergojp

山陽学園短期大学

苧703岡LLr市平井 卜呈4Ji_,Ee川86-272-6254,faxO86Ji73-3226

筑波大学文芸 モ言語学系

〒305茨城県つくば市天王台 旦丁目

筑波大学留学生センター

〒305茨城県つくば市天王台 ト 呈

東京外国語大学日本語教育センター

苧且83東京都府中市住吉町5-iO-i,te呈0423-65133江 fax0423-6841393

名古屋大学留学生センター--

〒464-Oi名古屋市千種区不老町 te呈0521789-2i98,払Ⅹ052-789-21L99

新潟大学教養部

〒L)5()-2! 新潟大学教養校舎 新潟県新潟市五十嵐2-805Cuel025-262-7265,faxO251262-7278

横浜国立大学留学生センター一

宇230横浜市保土ヶ谷区常磐台 且56,阜eiO掛 335-1451滴 )23鴫 fax糾5r'38-3298

フィンランド

-ルシンキ大学アジア tアフリカ言語文化研究所

㍗.0Box13(Merltul呈inkatulB),SF-000且4,UniversityOfHelsinki,FINLAND,te且35810-i9123290,
fax358-0-19122094

ブルガリア

ソフィア大学日本語 ･日本文学学科 SofiaUn王VerSlty,CenterforOrientalLanguagesandCultures

soflaiOOO,BUⅠ,(l'ARIA,tei+35912-8581(内)420

ソフィア第18総合教育高等学校
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ポーランド

アダム ･ミツキェヴイチ大学東洋学 リマルト学科

KatedraOrlentalistykiiBaftologii,Uniwersytetlm.AdamMickiewicza

ui.Miedzychodzka5,60･371Pozna丘,POLAND,Eel/fax+48-(0)61-6ト68-36,E-mailorient@hulll.amu.edupl

コペルニクス大学 InstytutFizyki,Uniwersytetim.Kopemika

ul,Grudzqdzka,871100Toru点,Poland

ポーランド日本協会ヴィェルコボルスキ支部 TowarzystwoPolskoJapo丘skie,Oddzia書Wielkopolski

uLZgoda42/1,6 0-122PoznaiL,POLAND,tel+48-(0)61-33-51-77

ヤギェウオ大学言語学部東洋語学研究所日本学科 ZakladJaponistyki,I.F0 UnlWerSytetJaglello丘skl

AIMickleWICZa9/11,3ト120Krak6W,POLAND

tel+48-(0)12-21191-60,faJl+48-(0)12122-67-93/+48-(0)12-22-63-06,E-malliforien@filguJ.edu.pl

ロシア

モスクワ大学

(問い合わせ)C/OEmbassyC)fJapan,KalashnnyPerulok12,Moskow,RUSSIA,上el+7-(0)95-291-85-00,

fax+7-(0)95-200-1240
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