
アダム ･ミツキェヴイチ大学 ｢日本学専攻科｣

-1995年 ･1996年度現状報告 -

1. 当機関の概要

所属 :

設立 :

制度 :

代表者 :

日本語教師数 :

佐々木 巧

新文献学部 東洋学 ･バルト学科 日本学専攻科

1987年

5年制修士課程 隔年募集 (95年度は1･3･5学年､

96年度は2･4学年)

アルフレッド･F･マイェヴイチ (教授)

〔95年度〕ボ-ランド人 6名 日本人 5名

〔96年度〕ポ-ランド人 3名 日本人 5名

学生数 ; 1997年 6月現在

学年 I男子 ∃ 女子 l 計 l現時点学年末試験合格者

2年 3 8 ! lll 9名 !

(他に4年生6名､文部省日本語 ･日本文化研修留学生として96年度は休学)

現在迄の卒業者数 :19名 (1992年 :8名/1994年 :6名/1996年 :5名 [2名留年

中])

2. カリキュラムの特徴

毎年多少の変更はあるが､当機関では総じて日本人による直接的な 『日本語実践』

授業が比較的多い｡また､全学年を通じて､ ｢表記｣の授業があるのも特徴である｡

1･2年段階の 『日本語実践』では､一つの総合テキストを週単位で､ポーラン ド

人が主に文法 ･読解を担当し､日本人はそれと呼応しつつ文型練習や会話の運用､作

文などを担当するとい う形式で､授業が行われる｡また 3年以降は大きな枠組みはあ

るものの､それぞれの担当教師によって柔軟な対応がなされ､全体として総合的な日

本語が活用できるような体系となっている｡更に95年度からは､日本政府贈与の LL

機器を活用しての授業が行われている｡

また､ 1- 3年では､日本事情 ･日本文学 ･情報処理 (ワープロ) ･日本語歴史文

法などの授業､2年か らは翻訳 (や第二東洋語､現在学生は中国語 ･韓国語 ･タ ミー

ル語を選択している)の授業も行われる｡更に､特別講義も毎年行われている｡

加えて96年度からは試験的に日本人による日本語のみの講義 (本校の日本語教師の

他に特別講師も外部か ら招いた)が隔週で開講され､2年生は自由参加､ 4年生は必

須参加とした｡これは今後も毎年開講される予定である｡

なお､修士論文ゼミは3学年の後期から行われる｡

その他､1996年春には､ポズナニ博物館との共催で書道展を開催したこと (本学教

師による､学生や一般人を対象とした書道指導なども数回実施された)､また､課外

活動として､ ｢俳句 日日柳｣大会や折り紙講座なども行ったことを付け加えておく0
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3. 95年度と96年度の授業報告 : ｢日本語実践｣授業での主たる教材

隔年で新入生を募集しているため､95年度は 1･3 ･5学年､96年度は2 e4学年

の授業が開講された｡ (近年中に､毎年募集を実施する予定である｡)

i(旦)95年度 (Ji995年10月～1996年6月)

1学年 : ｢初級日本語｣ (東京外国語大学 ｡凡人社)

(週13時間) ｢ヤンさんと日本の人々｣ (国際交流基金 や研究社出版)

｢わくわく冒本譜文法リスニング｣

3学年 :読解用 ･唱 本語中級読解｣ (アルク)

(週12時間)会話用 ｢ローールプレイで学ぶ会話 2_i (凡人社)

通訳,q ｢エクスプレス ポ--ランド語｣ 臓 来社)

聴解用 ｢ニュースで学ぶ日本語｣ (凡太祖)

5学年 :読解周 .r日逐語の特質｣ 宅金田一春彦 や冒本放送出版)

(週6時間)聴解摺 ｢講義を聞く技術｣ (産能短期大学)

に.)96年度 (1996年10月--1t)リ7年6月L7

2学年 ;読解摺 ｢総合冒本譜 中級 ｣ e:鬼太祖)

を過且3時間) ｢中級からの日本語 読解中心J (新興社li

会話欄 ｢田-ルプレイで学ぶ会話 息｣ ti風太線)

確学年 :読解周 ｢はじめての専門書｣ 挽 大社)､飽

く週且2時間)聴解周 テレビドラマ ◎ニ皿-ス ｡時事番線等のビデオ

楽 ｢表記｣は全学年を通じて､ ｢日本語の書き方｣ を｢試屑版 ｣奥山 -～ UAM

ポズナニjt､補助教財としで'鮎S妄C覧晶癖 Botv洩l'& ヨ亨亘n隠Tmed壷盈紐 馳訳3重盗cdB6㌔

乳 95年度卒業生 ㊤修士論文のテ-守

〔言語学〕 日本語の条件文構造､手紙の中の敬語､日本語の慣周句

日本語のオノマ トペ､ワ-プロ､日本語の相槌

〔文学〕 現代日本における 『小説の小説』

5. 今後の予定と課題

本年度か らは学科の図書室 もでき､今夏には日本交流基金からワ-プロ5台及び日本

語学習用コンビュ-タ-10台が寄贈されるなど､年々学習環境は整備 されつつある

が､それに引き換え､依然教室が足 りない､教員室がないなどといった問題点もあ

り､益々の改善が期待される｡

また､新入学生の毎年募集実現に向けて､カ リキュラム自体の再検討も必要あ りと

い う教師側の意見もある｡

更には､他大学 ･機関 との交流が今後は積極的になされることも課題の一つであ

る｡
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参加者名簿 (名字五十音順)

四十住 早苗 AIZUMISanae(筑波大学大学院)

3050821 茨城県つくば市春日も14-33コーポ桜井A-205

でEL:0298-56-8141

E-mail:S965027@ipe.tsukuba.acJp

青山 文啓 AOYAMAFumihiro(桜美林大学)

2610013 千葉県千葉市美浜区打瀬2114､1ト501

TEL+FAX:043-21i-6951

E一mai1:aoyamaf@obirin.acJP

五十嵐 和代 王GARASHIKazuyo(カレル大学)

Zengrova4,DejvICe,16000Praha6CZECHRep･

TEL+FAX:+42-(0)2-31ト0692

E一mai1:K.Igarashi@ff.cuni.cz

石 登紀子 ISHITokiko(ドイツ社団法人日本語普及センター)

Engelsgasse9,6135013adHamburg,GERMANY

エル ドアン 真理子 ERDOGANMariko (ボアジチ大学､レジメ参加)

AbbasAgaMahtJzengiSok.ElifApt.No2-4,Besiktas,Istanbul,TURKEY

TEL:+191-(0)212-258-2095

大宅 憲夫 oYANorio(ライデン大学､レジメ参加)

Kanaalweg36,2313DVLeiden,NEDERLAND

でEL:+31-(0)71-5121875

E-mail:Oya@Ruillet.LeidenUniv.NL

小沼 喜好 oNUMAKiyoshi(図書館情報大学)

3050821 茨城県つ くば市春日2-14-14 コーポ石山103

柏木 美和子 KASHIWAGIMiwako

2740816 千葉県船橋市芝山6-日7

TEL+FAX:0474-66-4806
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ガッチ 洋子 GUTCHYoko(オックスフォー ド大学)

Cornel･Collage,BurchettsCTreePL,Maidenhead,BerksSL66QS,uK･

TEE:十線 鞘 呈628-害232-3皇

E-mail:yoko.g･d･LCh@orie地 目nstitldte.Oxford.ae.uk(半角英字のみ)

隈本 Healey順子 KUMAMOTO-HEALEYJunko (メルボルン大学)

parkviHe,Victol.ia3052,AUSTRALIA (メルボルン大学)

TEL:鵡Htul)3-9344-5554'/5 FAX:+61-(0)3-93494870

E-mai一:junko@genesis･language.unimelb.edu･au

黒沢 晶子 KUROSAWAAkiko=コンドン大学7,

ヱFoj:e.iiRi(;g e ､BeCkCtl:'13m､KeniBR33N主i.UK

邑-ma主星:塊茎@so鮎 ∃弧uk(半角英字のみtl)

クロス 尚美 cRCpSSN盈Om皇(ダ-ラム東 学j

ヰSiM-e沖urst'RoadWesttGosforth,Neweasti… poi竃r喜一､叩 C7,N EI, iPG ,/i戊 .

EEL+FAX二十44-(01191-284-5954

._F lnlaij二 iia(I,mi.,TOSS(孝,m.qn./_-:().nl_

黒羽 友子 KUROBANETomoko(国際武道大学)

2995224 千葉県勝浦市新宮946121 教職員宿舎511号秦

TEL+FAX:f〕470･-73L･5073

小林 玲子 KOBAYASHIReiko(リュプリヤ-ナ大学)

Jeranovai/a1000Ljubijana,SLOVENIA

TEL二十3861(0)61-339-319

坂谷内 勝 sAKAYAUCHIMasaru(国立教育研究所)

1080071 東京都港区白金台5J19_3_1104

TEL:03-3445-1560 FAX:03-3445_1560

E-mail:saka@nier･go･jP

佐々木 巧 sASAKITakumi(アダム ･ミツキェヴイチ大学､レジメ参加)

HotelUAMP.lot,ui.Nieszawska3_,PoznarI_,POLAND

TEL:A81(0)61-791793(秤),TEL+FAX:+48-(0)6ト616836
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重盛 千香子 sHIGEMORi-BUeARChikako (ゲーテ大学)

Ahornstrasse18,65933FrankfurtamMain,GERMANY

TEL:+49-(0)69-393478

E-mail:skigemori-bucar@em.uni-frankfurt.de

ジョンデク なぎさ RZADEKNagisa(アダム･ミツキェヴイチ大学､レジメ参加)

Os.Rzeczpospolitej46m.29,PoznanPOLAND

TEL:+48-(0)6ト775-816

E-mail:nagisa@hum.amu.edu･pl

秦 喜美恵 sHINKimie(愛知淑徳大学)

4801100愛知県愛知郡長久手町長軟片平9(愛知淑徳大学文学部)

TEL:0561-62Alil(内線 432) FAX:+81-561-63-9308

E-mail:kshin@asu.aasa.acJP

鈴木 伸一 suzuK王Shinichi(クラーゲンフル ト大学)

Universitatsstr.44/1A-9020Klagenfurt,AUSTRIA

TEL:+43-(0)463-230488

E-iTiaii:shirlichi.sliZuki@-uiii-kin.ac.at

砂川 裕一 suNAKAWAYuichi(群馬大学)

3710106 群馬県勢多郡富士見村市之木場414-5

TEL+FAX:027-288-8087

E-mail:sunakawa@si.gunma-u.acJp

砂川 有里子 sUNAKAWAYuriko(筑波大学)

3710106 群馬県勢多郡富士見村市之木場414-5

TEL+FAX:027-288-8087

E-mail:sunakawa@sakura･cc･tsukuba･acJp

副島 健治 soEJIMAKenji(カイロ大学)

15thFloor,No.4App.,SuezCanalBldg･,70EINileStreet,GizaEGYm'

TEL:+20-(0)2-348-6212,FAX:+20-(0)2-349-6536

土屋 順一 TSUCHIYAJunichi(東京外国語大学)

1830034 東京都府中市住吉町2-6-1グリーンコーポ203

TEL+FAX:0423-66-5006

E一mail:PXI13713@niftyserve.or.jp
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土屋 千尋 TSUCH主YAChihiro(新潟大学)

9502102 新潟市五十嵐2-8050-RB-306

TEL:025-26ト2219

E-iiiaii:chihiJ-Ot@siii由.ise.Jlii空ata-1ti.ae･iP

筒井 佐代 TSUTSU王Sayo(大阪外国語大学)

5650842 大阪府吹田市千里山東ト12-33-2O2

TEL1.06-387-357t̂}

E-mail:QFGOl107@niftyserve.or.jp

津野 Kasischke敬子 TSUNO-KASISCHIKEKeiko (デ､ソピンゲン市民大学)

SchiaterstraBe2,73037Geppingen,GERMANY

TF･!∵}19･-(O)716ト等1i3624

viaSt)uagiia5,30030PaiueiiodlStra-VenezialTAl_･Y

TEL十FAX:十:59.-(O)Ln･寸土96545

トリ--二 空アル ド TOLLJ量N葺A長雨 (パヴイア大学)

V主i主S､Qiはgiizi5,30Lr,L3O㍗;illte邑iodiSfI.;うl'Ve!leZ主とも汀ALY

'rELtFAX:÷3t9-(0)4iJi796545

L-mail二Tollini@ipv36.unipv.it(英字のみ)

蓮沼 昭子 HASUNUMAAkiko(姫路濁協大学)

673αX)5 兵庫県明石市小久保120-55B_180l

｢rEL+FAX二078-921-2657

蓮沼 啓介 HASUNUMAKe主suke(神戸大学)

6730005 兵庫県明石市小久保120-55B_1801

TEL+FAX:078-921-2657

早崎 由加里 HAYASAKIYukari

(ノル トライン ･ヴェス トファーレン州立言語研究所)

Kortumstrasse5,44787Bochum,GERMANY

TEL:+49-(0)234-7007580 FAX:+49-(0)234-7094119

林 四郎 HAYASHIShiro(明海大学)

1690075 東京都新宿区高田馬場3-24-5

126



福西 敏宏 FUKUNISHIToshihiro(くろしお出版)

福西 みゆき FUKUNISHIMiyuki(音楽家)

1160012 東京都荒川区東尾久ト30-12-204

TEL:03-3895-5475FAX:03-3895-5475

E-mail:KYCO4774@niftyserve.or.jp

フメリヤック ･クリスティーナ HMEUAKKristina(リュブリヤーナ大学)

Jeranova1/a,1000Ljubljana,SLOVENIA

TEL:+386-(0)6ト339-319

E-mail:kristina.hmeljak@guest.arnes.si

ベケシュ Qアンドレイ BEKE菖Andrej(リェブリヤ-ナ大学)

KoblaFjevai5,1000Ljubljana,SLOVENIA

TEL+FAX:+386-(0)6ト134-3141

ポ トコヴァッツ .ミルナ POTKOVAC-ENDRIGHETTIMirna(翻訳家)

Vitosevo67,51223Skrljevo,CROATIA

TEL:+385-(0)51-251649

堀口 純子 HORIGUCHISumiko(筑波大学)

3000065 土浦市常名4016-163

TEL:0298-21-3518

E-mail:horiguti@sakura.cc.tsukuba.acJp

真崎 光晴 MASAKIMitsuharu(ドイツ社団法人日本語普及センター)

2040012 東京都清瀬市中清戸2-636-35

マデルドナー めぐみ MADERDONNERMegumi(ウィーン大学)

SchlachthammerstraJ3e9A,1220W呈en,AUSTRIA

TEL:一書43-(0)1-285-1897FAX:143-(0)1-285-18974

E-mail:megumi.maderdonner@univie.ac.at

マデル ドナー ･オットー MADERDONNEROtto (ウィーン22区商業アカデ ミー)

Schlachthammerstraae9A,1220W呈en,AUSTRIA

TEL:+43-(0)ト285-1897FAX:+43-(0)1-285-18974
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富谷 敦美 M王YATANIAtsumH 岐阜大学)

5011131 岐阜県岐阜市黒野71-12-212

TEL+FAX:0581234-7586

E-mai呈:miyatani@cc.gifu-u･ac･jp

守時 なぎさ MORrTOK王Nagis亀川 ユブリヤ-ナ大学)

Dolenjskacesta40/tX,i㈱ Ljubljana.SLOVENIA

-i'Ei･+FAX二十386-(O)6i-i275-114

E-mail:nagisa.moritoki@guest.arnes.si

八重島 佳枝 yAEIIMAYosilie(国際武道大学二I

iS皇㈱ 1 東京都三鷹市井の頭ト3il2

TEL二03‥3486--只910FAX了や47()-7'315()73

吉相 弓子 yos葺瑳言Mu.R尭翫 獅呈ko(豊橋技術科学大学)

舶息S且22 愛知県豊橋市天拍町雲雀ケ丘損 を豊橋技術科学東学)

TEL:053ユ-4年-.6953 FAX二.tj与32一44-6947

E･-ma主ミ:yumikLl@如,昌ごIjp
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参加者の所属機関名簿 (国別 ･五十音順)

イギリス

オックスフォー ド大学 TheOrientallmstitute,OxfordUniversity

PuseyLane,OxfordOX12LE,U.K.
TEL:捕 -(0)1865-278200 FAX:搬 (0)1865-278190

ダーラム大学 DepartmentofEhstAsianStudies,UniversityofDurham
EIvetHill,DurhamDH13TH,U.K.

TEL:搬 (0)191-374-3231 FAX:搬 191-374-3242

ロンドン大学 SehoolofOrientalandAfricanStudies,UniversityofLondon

ThornhaughStreet,RussellSquare,LondonWCiHOXG UK
TEL 十44-(0)171-323-2388 FAX:}14-(0)1811436-3844

エジプ ト

カイロ大学

文学部日本語 ｡日本文学科

Giza,EGYPT
TEL+FAX:+20-(0)2-571-7760

オース トラ リア

メルボルン大学 DepartmentofJapaneseandChinese,TheUniversityofMelbourne
Parkville,Victoria,3052AUSTRALIA
TEL:+61-(0)3-9344-5554/5 FAX:+61-(0)3-9349-4870

オース トリア

ウィーン大学 InstitutfiirJaponologie,UniversitatWien
UniversitatsstraJSe7,1010Wien,AUSTRIA

TEL:+43-(0)1-40103-2021/2557 FAX:+431(0)14020533/4033111

クラーゲンフル ト大学 Institut托rSprachwissenschaft,UniversitatKlagenfurt

UniversitatsstraJまe65-67,9020Klagenfurt,AUSTRIA
TEL:十43-(0)463-2700-350 FAX:+43-(0)463-2700-351

オランダ

ライデン大学 centreforJapan¢seandKoreanStudies,UniversityofLeiden

Arsenaalstraat1,P.0.Box95152311GGLeiden,NEDERLAND

でEL:+31(0)71-5272553 FAX:+31(0)7ト5272215

スロベニア
リュブリヤ-ナ大学

Oddelekzaazijskeinafli蓋ke喜tudije,FilozofskaFakulteta,UniverzavLjubljani
A昌kereeva2,loo°Ljubljana,SLOVENIA

TEL:+386-(0)61-1769-200
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チェコ
カレル大学 Dept.ofEulStAsianStudies,FacuJtyofPh),loso.phy.CharleslTnivers皇ty

CeleLna20/L和00 Prahai,CZECHRep.
TEL二十ヰ2-(0)212449-i426 FAX:十4211'O)2-2449-i423

ド1/;ツ

I.W｡ゲーテ大学

王nsiitutfiiTOrierltalischeulldOstasiatischePhi!O盲ogien,japanologie.3-･W･GoetheL-｡Ullive･rsit由i
PosifaehiH932曙呈b皇喝e_rSLraBe湖 ,6解54斡an娩 TiamMa転 GE艶聞真狩Y
TEL:十19(0)69-798-122445

ゲ ･ソピンゲン市民大学 voは如 C転ぐ!hm!ettV!H.S)C.dpp主ngepL

SchillerSLr.18,73033G6ppingen,GERMANY
TEIJ:149-(0)7161-96293-18

ドイ'_ソ社団法人Fi本譜普及セ::.:A,7--- SpraciはeniTurrTii"iirjapamiC主は eVL.
Stiftstr,30,60313Fl.ankfurtanlMain.GERMANY
Tモミ互_Jl49(伽69･-20727 F̂ X二･軸191L,'0)2302-92( ,1-5 2 ( 1

jj妙 計ライン 申ヴェ弐黙プア仙骨 ン 酢憶 言語研 究 所

LandビSSPraChen主nstilutFtJLRⅥ ′くjapotl岳rum

Stiepe･ierStrasse旦29,44801Bochum.GERhJIANY
でEL:+49-(0)23417007580 FAX:A9-(､0)234-7(:I,()ヰiiウ

トjL･コ

ボアジチ大学 i)epartn,Aent01:iiistor.Y.FacultyofArtandScteneesTBoga?亘ぐヨ!1_Iniqvers中

808I5IstanbulTURKEY FAX:+90-(0)212-257-501 1 7

日本

桜美林大学国際学部

1940213 東京都町田市常盤町3758 TEL:糾27-97-･2661

大阪外国語大学

5620022 箕面市粟生間谷東8-ill TEL+FAX:0727-30-5191

岐阜大学留学生センター

5011112岐阜県岐阜市柳戸H TEL:058-293-3196 FAX･.058-293-2143

くろしお出版

i120002 東京都文京区小石川3-16-5 TEL:03-5684-3368 FAX:03-5684-4762

群馬大学社会情報学部比較文化基礎論研究室

3710044 群馬県前橋市荒牧町も2TEL+FAX:027-220-7437

国際武道大学

2295224 千葉県勝浦市新宮841 TEL:0470-734212 FAX:0470-73-4213
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国立教育研究所

1530064 東京都目黒区下目黒6-5-22TEL:03-5721-5093 FAX:03-3714-0986

筑波大学文芸 ｡言語学系

3050006 つくば市天王台トトl TEL+FAX:0298-53-6538

東京外国語大学留学生日本語教育センター

1830034 東京都府中市住吉町5-10-1 でEL:0423-65-0311 FAX:0423-68-0393

図書館情報大学

3050821 茨城県つくば市春日1-2

豊橋技術科学大学語学センター

4418122 愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘1-1

TEL:0532-44-6953(直通) FAX:0532-44-6947 (人文 8社会工学系事務室)

新潟大学人文学部

9502102 新潟市五十嵐2-8050 TEL+FAX:025-262-7265

明海大学

2790014 千葉県浦安市明海8 TEL:0473-55-5111

ポーラン ド

アダム ･ミツキェヴイチ大学

KatedraOrientalistykiiBaltologii,Uniwersytetim.AdamMickiewicza
ul.Miedzychodzka5,601371Poznan,POLAND
TEL+FAX:+48-(0)6ト6ト68-36
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1998年1月末刊行 !

教師と学習者のための

グプレ-プ@ジャマシイ編
グループ ｡ジャマシイ

(アンドレイ sベケシュ/駒田聡/下田美津子/鈴木睦/砂川有里草 津宅蓑仁/筒井佐代/蓮沼昭子/森本順刊

･･･日 .;,∴_.鳥;1漕朝 .'･'-:~~,':.師.+i.;i工∴

まった宅新と施磯 盛からの円本語幹戯¢

従来の国語辞輿では扱われてこなかった様々な情報を盛り込んだ画期的な試み｡

生き生きとした豊富な例文と文法情敵 最新の言語学の知見をも織り込む｡

/lt_.･判 ,'.':I-,･'巨i;I.iI.-･-1=J･:i･1;LJL1-.1二･
定価 3,300円(税別)

発売後3ケ月刊行記念特別価格 2,800円(税別)

日本語の現場にかかわる人に
必携の1冊 !

くろしお出
這 L1(-2.-37506082.53!8% iE 131,%農芸二三完,5岳

辞書で引けないコトバの辞典

警 -:_-..



異文化間臨床J
井上孝代編著 (鈴木康明/伊藤武彦/松尾 馨/田中共子)

A5･296頁 中7,000円

第 ヨ部 異文化 間臨床心理学 とカ ウ ンセ リング

第 1章 異文化間カウンセ リングと留学生援助 第 2章 異文化間

カウンセ リングの技法 第 3章 異文化間カウンセ リング活動 とカ

ウンセ ラ- の役割

第 H部 異文化 間臨床心理 学 にお け る測定

第 4章 異文化間カウンセ リングにおける pAC分析 第 5章 (1)

異文化欲求不満 に対する絵画連想研究 (p-FCスタデj) (2)p-CFスタディ

による評定 の妥 当性 の検討

第 川部 異文化 間臨床心理学 と心理教育

第 6章 留学生 と日本人学生の混合グル-プに対す る心理教育 第 7

章 英語実習助手 (ART) に対する心理教育的 グル--プ 卓セ ッシ ョンの

試み 第 8章 日本人社会人に対する心理教育的 グル-プアプロ-チ

第 9章 日本 人教 員を対象とした帰国 ｡入国児童 ･生徒の理解のための

心理教育的 グルー プアプローチ

第 IV部 異文化間臨床心理学 にお け る発 達援助者

第 10章 異文化 間カウンセ ラー

留学生の発達援助
一 不 適応の実態と対応-

井上孝代編著 (星野 命/谷 和明/土屋順一/鈴木康明/土屋千尋/伊藤武彦/田中共子)

A5I176頁 ･2800円

第 E部 留学生のかかえ る問題

第 1章 国費学部留学生の中途退学の実態 第 2章 相談活動か ら

みた不適応 の諸相 第 3章 日本語教育の現場 にみる不適応事例

第 11部 留学生をとりまく環境

第 4章 留学 生の受入れと国際化 について :戦後留学生政策の展開 に

おける国際化論 の登場 第 5章 偏見 と差別の心理 と留学生への対応

第 川部 留学生への心理 的 援助

第 6章 適応援助者への示唆 第 7章 留学 生のためのカウンセ リン

グ活動

..妙多 賀 出版 〒

図書 目録 送呈
102 東京都千代田区飯EE]橋 3-2-12
TELO3(3262)9996FAXO3(3262)998()

http://www.taga-shuppan.co.3p/


