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国際交涜基金派遣日本語教育専門家

沿也

相7毘年 副専攻日本語3-ス開設 i:新入生は4年毎の募集)基金専門家の派遣開始O

呈987年 主等賛コ-スとなる.

盲99昔年 毎年新入生を募集することになる｡

獅 94年は教師不庭のため募集なし｡したがって97-9垂年度は､留学などで卒業が遅れた学生を除いて

嶺年生なしe き

･L'+.Lt-I~jL-⊥,･

定員各学 寧 芸O 名 だ が ､留学生 p留年生などのため､那 零度在籍者 数 は 次 の 通 f:,Bo

旦畢 生 男 子 且名 東予 且1鳥

2年盛 男学 監名 東子 息trj童

謡畢生 男子 五島 東予 且9名

勝 】T年限は4年..凌辱閏の親藩の単位を修得後､語草以内に､卒業試験と卒業論文に合格する三とで学

｣:の称号が得られるO

重畳
ル ー-マニア永常勤講師

助手

PreParatOr

常勤講師

prepara10r

(preparatOr

且名

且名

2名

且名

2名

まだ正式な教員資格はないが､授業を担当している学部卒業生｡)

全員来日経敦はあるが､最長 1年間｡博士論文をまだ執輩していないので教授になる資格を持っている

教員がいない｡

日本人客員講師 1名 僧 際交流基金派遣専門家)

翼壁

笹川財団の寄付により､LL枚材を備えた日本語コ-ス専周の教室があるo

TVモニター付きブースが 16｡ハー ドウエアとして､オ-ディオ (カセットテープ)､ビデオ､LD､

実物投影機 (VID)がある｡

その他に日本語コ-ス専用で使える教室は定員 10名ほどの小さな教室が一つのみ｡

あとは割 り当てられた一般教室を使用｡

教員用には､準備室兼図書室の共同の小さな部屋があるが､コピーをするくらいで､授業の準備､研究

などをするスペースはない｡
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カリキュラム

2年前にカリキュラムの変更があり､現在は1･2年生と3年生でカリキュラムが異なる｡

学生は主専攻の言語を一つと副専攻の言語を-つ選択しなければならないO

日本語コースの学生は全員が日本語が主専攻O副専攻は英語､フランス語､ルーマニア語など.

次に示すのは日本語関係の授業｡このほか副専攻の授業､一般科目の授業がある｡

()内は時間数olコマ2時間o

l年生 実践演習 (8)うち選択4

文法 (4)

理論 (3)講義2ゼミ1

文化史 (3)

2年生 実践演習 (6)うち選択2

文法 (3)講義2ゼミ1

理論 (3)講義2ゼミ1

文化史 (3)

文学史 (3)

3年生 実践演習 (8)

文法 (4)

文学史 (4)

教授法 (2)

塑型
97づ8年度は,ルーマニア人スタッフの希望でテキストをかえた｡主な教材は次の通り｡そのはか､教

師が個々にオリジナルに教材を作成して使用しているo

l年生 小出詞子 『日本語』 ビデオ 『ヤンさんと日本の人々』

2年生 東京外国語大学 『中級日本語』 ビデオ 『日本語でだいじょうぶ』 (国立国語研究所)

3年生 国際交流基金 『日本語中級ll』 ビデオ 『日本語でだいじょうぶ』 (国立国語研究所)

問題点

初心者と経験者が混在 して入学してくるが､わけて授業することができないので､はじめはどうして

も初心者中心になってしまう｡そのうちに経験者が安心してしまって､自分で一層力をつけていこうと

せずに､それまでの経験だけでしのぐようになってしまい､結局のところ最初の1年間であまり進歩が

ない､という状態になったのは残念である｡ただ､これは今年度の入学生であって､昨年度の入学生は､

向上心がある学生が多く､逆に初心者が引っ張られて､クラス全体としていい雰囲気でまとまっている｡

影響力のあるメンバ-次第といったところもあるようだ｡

一方で､学生が自主的に勉強したいと思っても､独力で自習用の教材を入手できる環境にないので､

今後は,日本-の注文依頼の補助など､何らかの手助けを計画中であるC

今後の展望

今まではブカレス ト大学だけに日本語主専攻があった｡しかし最近､教員不足のため4年に 1度の募

集に留まってはいるものの,ブカレスト市内の私立大学2校に日本語主専攻のコースが開かれた｡また､

97年から海外青年協力隊の日本語教師の派遣も始まり (98年秋から合計4名の予定)､選択科 目とし

ての他大学や高校などの日本語講座にも日本人教師が入るようになった｡ル-マニア国内の日本語教育

の中心として､教員対象の研修会などを企画して行きたいと考えているC
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参加者名簿 (名字志十藷願 !998年9月 18日現在)

浅妻 涼 (京都橘女子大学)MsASAZUMARyo

607-8161京都府 虞都市 山科区 鞠辻在家町9-3エクセルコ-ポKTM403Jell,/fax+8ト(0)75-502-呈253

e-mai盲Ryo.Asazuma@ma2･seikyou,Tiejp

宵山 文革 (桜美林大学)抽"A_OYAMAFumrTuTO
26トOOi3千蔑県 千乗市 発駅区 書す瀬2-挽 盲ト50呈,ee呈/触 十善喜べ0)43-2号卜695盲

e-mai呈aoyamafL'ii)obir毒門冬∈jp
新井 充実 (フンボルト人JLi:)Ms.ARAlh1asilrnl

旦8号900号3鷺京都 三鷹市 下連雀8-終27-305,teL/fax+引潮 422-線 37舶

敵砧 耶添 い イデルベルグ入学)htr.liJl.VIAShoj!

地pamdogisc_hagsSeminarderun呈VerS主機 He皇de旦be喝,Å監aaemies古曲 4-g,E3一缶9号皇冒鮎ide胎efg,GE馳 夏Å討Y

e-mail喋コ申 ＼llr7･=一･-1由.ierberpT加

重サ嵐 和代 摘 録j秒豪撃ち駄 量GARAS㌍互監護劉y中

Fax†竣堵-鞘 37卜383-もき盲糾

紺 葛盈量目kkm壷dT@ ioe.盈e塊

雷拭癖百合 く群馬豪学きA,fs.蔓SH音量3ASayui首ま
く軌uEiq!-'i'-式の研究発Ihの,榊棚t究二8-0レ1,L;ユメ参加の み予

2呈4-00篭2神祭用県錯簡蒋 多摩区 嘩野鶴3-3且一嘩-3()He且/鮎 +琵呈-岬榊 -935-0835

忠-maii貫ZBO2526@E3i氏yseFVe.画 p

IJ'間 敏子 (筑波大学)Ms.lSHLIDj-uOShjkLil

実77-0053東京番 線鷹区 間匪J繭4-26-宝器AFO盲,総量+8ま-竜郷 -359確-3575滴 宅)/j鮎 +重量-鞘29豊-53-速星22く餅究
奄)

e-mailtoshik(-@姐kura.cc.tsukuba.ac.jp(1999叫 31ほ で)

山野 晃子 (ソフィア大学)Ms.tDENOAkiko

e:′ojlCA/JOC∨BuJgariaOR-Ice.NDKO爪ce剛dg.10F,Bu)SariaSq.i,t4)4.S(､7-ta.BLTRGARL･t

!.e卜359-(0)2-801005,801037.SO2017/fax+3591(O)11963･1028(!#務所)tel+359-tO)2-725･992(自宅)
e･maiHdenoak@ibm.net

揺奉 安畜 (ラキテレタ社会人大学基金)Mr.ENOMOTOYasutomo

H-60cc,Kecskemet,Margarita.ILLf9.HUNGARY.tel+36-76-492-liヰ
e-mailenomoto@mailはl-ataVhu

遠藤 直 (国際交流基金カイロ事務所)My.ENEX)Nao

TheJapanFotmdation,CairoOirlCe,CairoCenb･eBldg14F,2Abde!KaderHamzeSt･,GardenCity,Cairo,
EGYPT,teけ20-2･354-943I/fax+20･2-354-9086

e-fFlaiijfeaiFO@brainyi.ie-eg,com

大曽 美恵子 (名古屋大学)Ms.OHSOMieko

464-8601愛知県 名古屋市 千種区 不老町 有古屋大学国際言語文化研究科
eel+a1･(0)52-789-4787/eel/fax+8ト(0)52-789-4973
e-maili45221a◎luCCCC.nagOya-uaCjp

大宅 憲夫 (ラ1Lデン大学)MT.OYANorio

CentreforJapaneseandKoreanStudies,Arsenaalstraat1,POBox9515,2300RALeiden,
THENETHERLANDS,tel+3ト(0)71-527-2553/faD(+3ト(0)71-512-1875

e-mailOya@Rullet.LeidenUniv.NL
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奥村 幸子 (サンダ-ランド大学)Ms.OKUMURAKeiko

4Falstone,Fatfield,W弘hlngtOnNE388SE,UK.tel+44･(0)19l-417･8416
e-mailkeiko.okumura@sunderiandacuk (英字のみ)

押谷 祐子 (新潟大学尉学生センター)MsOSHITANll'hko

(上屋 千尋氏の研究発表の共同研究者｡レジュメ参加のみ｡)

95ト8104新潟県 新潟市 西大畑町5214所大畑職員宿舎RA203tel/fax十gト(0)25-224-2585

e-mailoshitani@poborgjp

小沼 膏好 く図書館情報大学)Mr,ONUMAKiyoshi

305-0821茨城県 つ<ば市 春日2-12-2片岡ハイツB203,tel/fax+81-(0)298-52-9231

か野 清子 (コメンスキ-大学)Ms.ONOSeiko

GaJOVai9,81109,Bratisiava,SLOVAKIA,teュ/fax+42ト(0)7-362162
a-mallseiko.ono@netlab.sk

小野 雅夫 (コメンスキー一人学)＼･ls.ON0人1111

Gajov畠19,8壬109,Bratis呈ava,SLOVAK王A,tel/fax十42日0)7-362162
a-mailami.ono@neぬb.sk

河合 和久 (豊橋技術科学大学)MrKAWA!KaZuhlSa

44ト8日2愛知県 豊橋市 天的町 雲雀ケ丘 111豊橋技術科学大学 知識情報工学系
tel+81-(0)532-44-6896/ねx+8uO)532-44-6873
e一mal王kawai@tut･ac.jp

木村 静子 (国際大学)Ms.K王MURAShizuko

949-7223新潟県 南魚沼郁 夫神町 門前244,tel/fax+81-(0)257-79-3805
e-mallklinura@iuj.aeJp

限本･ヒ-リー 板子 (メルボルン大学)Ms,KUMAMOTO-HEALYJunko

TheUniversityofMelboume,MelbotmehstituteofAsianLanguagesandSocieties,Parkvill,Victoria3052,
AUSTRALIA,te王+61-(0)3-9344-5987/fax+6ト(0)3-934914870
e-mailjunko@genesIS.1anguageLunimelbedu.au

黒崎 典f･(カイロ大学)MsKUROSAKINorlko
Flat153,4MidanTeheran,Dokkl,Gizai23日,EGYPT,teufax+20-2-36l-3767
e-mailnoriko@intemetegyptcom

黒沢 晶子 (ロンドン大学)Ms.KUROSA_WAAkiko

4SeychelkCourt,24FoxgloveRoad,Beckenham,KentBR35XU,U.Ktel/fax+44-(0)I81-650-6427
e-mailseiichiro.kurosawa@crdmeukmeg.com

クロス 尚美 (ダ-ラム大学)Ms.CROSSNaomi
4StoneyhurstRoadWest,Gosforth,NewcastleuponTyne,NE3iPGU.K,tel/fax+44-(0)191-284-5954
e-mailnaomlCrOSS@durhamBie･uk

思羽 千佳子 (ブカレスト大学)Ms.KUROHAChikako

a/0Embassyoflapan,Sir.Polonar汀.4,SectI,Bucuresti,ROMANIA
teけ40-(0)i-21ト8143(自宅) ぬx十40-(0)1121010272(大使館)
a-mailkuroha@mb,rokJletrO

男羽 友子 (国際武道大学)Ms.KuROBANETomoko

299-5224千葉県 勝浦市 部官841国際武道大学,teufax+8ト(0声70-73-5073

後藤 実京子 は メンスキ-大学)Ms.GOTOMinako
曳DJ,Dn戊ba且,e907,Bot孤ick畠25,84214,Bratislava,SlovakRepublic
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小林 玲子 (7)ユプリヤーナ入学)MsにOBAYAS川 Rciko

Odde号ekzaazijskeina凱紘e星山dije,FF,LTrliyerzalTJLjubijarii,A蝕ereeva2,写OGOLjubijana,S王ov-enia
盲e王+386-(0)6日 769･346/fas(+386-(O)61-i769-376
e一maiiReiko.Kobayashi@guest･ames･S!

斎藤 神子 くウイ-ン大学)MsSAr昭 輔obuko

305-02411埼玉巌 坂戸市 包舞4･22-24.,tei十8ト492･8_3-8的4

8-rT!ajiT?bObulKO@pa.盈ixor･jp

琵オ車扱膏威せ MT7Amle首7u",I,fl..Ⅵ1Tl寸ITlt4_へJ-･･L与.･A-JIAJLL}ゝノ▲JulUAらILH貞

堤/o地 Luka,3BilA･F,,SeveTOIy-fehcd-rl毒呈Ⅴ甘2声音4-100/Pr血a42Spo賢i加,CZECH紀 p-uI配 蛇､
teU触 +420イ0)2-765-968

酒井 康子 (ハイデルベル,y大学)Ms.SAKAiYasuko

lapano暑og主schesSem毒naTdeTuTiivers鵬も翫ide随erg,AkadeTrJiesもTa鮎4-8,m-69u7He盲de宣beTg,GERMANY
をe量十49-揮)eF22妻-54-78651/放 す49-押声22丑-54-7692

かTYia主はf9@主X.mz脚呈-he呈derbeFg血

戦革 小感 蔓ヤギ濫 尊藩東学)艶触 SAKAMO pFC>監昆犯意

蛋-ma圭は a･蝕eSBk@青叩 臣う董

凝軍内 鷹 右図罷教育研究所3MuvSA紀.AYAuC開音Masarl3

号53-868量東成麗 臣富男匡 野田崇 SJ.Ih22固党費曹研究潤

を怒号十83-鞘3-572号-5093/抱x十拐卜鞘3-37朋-09箆6

番-mai呈S泌㊥ ier酔jp

Lisか i)AlllさhJ亘ChLldu.汁._k･7･Llt-1Ck'畠なしぬ .し;nit:ersii3kミ山＼.3.lIeiemよコJOL皇'ほ･:.〔)I:,､Proh=.ミミー
LrZECHREPL旧し王C,Tee÷･1:OI-(012/.:4Jq-1iニb.:fax十LlコO-(O)ニー.:JLWLllLi二3

か丘na両 肌 Sykora@fT･emLez

IEft盛 T-市fトisSIJIGEゝ10Rl-BU亡AR('hikako

lhomstrdeI8.65933FraulklunamMain▲C'ERMANl′

は呈十埠9イ0)69-393478臓 宅)/鮎 +4940)69-2互0520王(弧 MTBuear)

かmailShlgemOrトBlはar@e-TuJJlj-lra血 ftnde

シ且ヴァルツオヴァ- ズデンカ (カレル大学)Ms.畠vARCOVAZd甜ka

us臨vD畠In蝕ov如hodu,FilozofTICk畠facuita,Univer.siをeK_aTl_ova,Ce!ebl畠20,日OOO,PraIha号,

czEC書†REPUBhC,tei+4201(0)2-2449-1426/fax+420-(0)2-2449-i423

ジョンデグ なきさ (アダム･ミツキェヴィチ人乍)Ms.RZADEkNagjsa

KatedraOTientaiistykiiBaito呈ogil,uniwersytetlmA血msMickiew至eZa,uLMi号dzyehodzka5,60-37量Poznan,

POLAND,tel/faxi48-(0沖ト86161836

8-ma舶 agisa@main.amu･edu･pl

鈴木 伸一- (クラーゲンフル ト大学)Mr,SUZUKiShinichi

Universitatssb'a鮎 44/1,A-9020,Klagenfurt,AUSTRIA,tel/fax+43-(0)463-230488
e-mailshinichisuzukl@uni-klu.ac,at

鈴木 雅晴 (マサリク大学)Mr.SUZUKiMasaham
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砂川 裕一-(群馬大学)Ms.SUNAKAWAYuichi

371･8510群馬県 前楕市 荒牧町4-2群馬大学 社会構報学部 比較文化基礎論研究室

tel/fax+8ト(0)2712207437
e･mailstmakawa@si･gtmma-u･ac･jp

砂川 有里子 (筑波大学)Ms.SUNAKAWAYL汀iko
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間中 和美 (ロンドン大学)MsTANAKAKazumi

81DovercourtRoad,LondonSE228UW,UK.tel/fax+44･(0)1811693･7782
e-mailKT2@soas.acuk(英字のみ)/ktanaka@endjinnsoasac.uk(日本論可)

田丸 淑子 (国際大学)MsTAMARUYoshiko

949-7277新潟県 南魚沼部 大和町 国際大祭 teL/fax+8日0)257-79-王41.6
e･nlailtamaru@iuj.ac.jp

辻 老子Ms.TSUJmoko

PodSbTaZi7号,32322,㌢盲zen,CZEC甜REPuBuC,te且/fax+420-(叩9･530588
e･malltsuji@top･cz

士腐 峨- (東京外国語大学)Mr.TSUCHIYAJtmlChi

183-0034束京都 府中市 住吉町2-6-号グリーンコーポ203,teUfax+8ト(OP2-366150鵬
e-malltsuchiya@ulc加 fsacjp

土屋 千尋 (新潟大学)Ms.TSUCHIYAChihiro

950-2iO2新泊県 新潟市 五十嵐 2-8050,RB306tel+8ト(0)25-26ト2219
e-mailchihirot@slngh.isc,niigata-uac･jp

筒井 佐代 (大阪外国語大学)Ms.TSuTSU書Sayo

565-0842大阪府 吹田市 子軌 Ij東 日2-33･202,teI+81･(0)6-387-3579
e-mailQFGO11O7@nihyseTVe.Or.jp

津野 敬子 (ゲッピンゲン市民大学)Ms.TSUNO-KASISCHKEKelko

SchlaterstratSe2,73037G6ppingen,GERMANY,tel+49･(0)716ト8I3624

戸田 まゆみ (社団法人日本語普及センター)Ms,TODAMayumi
Heinestr.5-7,60322,FrankfuTtamMain,GERMANY,tel+491(0)691597056i

丙沢 芳織 (ダーラム大学)Ms.NISHIZAWAKaori
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連泊 啓介 (神戸大学)Mr.HASUNUMAKeisuke

673-0005兵庫県 明石掃 小久保 120-55B-1801,teUfax十8ト(0)78-921-2657
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蓮沼 昭子 (姫路額協大学)Ms.報ASUNUMAAkiko

6734005兵庫県 明石市 小久保 120-55B-1801,teUfax十8iイ0)78-92ト2657
e-ma主ihastmuma@himeji-du.acjp

Lil崎 山加!l!(ノルトライン･ヴェストファーレン州立Tf荊研究卿 ト:1sHAYASAKn′ukari
Kortumsk5,44787Bochum,GERMANY,teUfax+49-(0)234-7007580
e-mailyukariLhayasakj@｢止runl-tXlChumLde
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林 克也 Mr.HAYASHIKatsuya
37ト8510群鵜殿 前橋朽 荒牧町4-2群馬大学 社会情報学部 比較文化基礎論研究室気付け
tel/fax+8ト(0)27･220･7437

林 四郎 Mr.HAYASHIShiro

169･0075東京都 新病区 満目燭機3-29-5,tel+8ト(0)3･3368-8844

林 意英Ms.HAYASm Megumi

柑9-0075東京都 新宿区 高田鳩頓3-29･5,teュ+81-(0)3･3368-8844

ビショフ-･大久保 華子 (マンハイム大学)Dr.BTSCHOFl0KUBOVdkiko
DekanatfilrBetriebswirtscha氏slehrederUniversitatMannheim,L5,6,D･6813I,Mami eim,GERMANY
tel+491(0)62ト292･2466/fax+49-(0)62ト292･5711
e-mailokubo@rumms,uni一mannheim.de

福酉 敏宏 ((ろしおtiJf版)Mr.FUKUNISHIToshihiTO

l16-0012東京都 矧 It区 東尾久 I130-12-204,一ei+811(0)3-3897･5475
e-maiはYCO4774@n脆yserve.orjp

藤井 晶子 (ヴェリコ｡タルノヴオ大学)Ms.FUJ王IAkiko

VejikoTamovoUniversity,"St.CyriiandSt.Methodius",ITeodosiTzunovovskiSb･.5000,VelikoTamovo,
BuLGAR昔A,tei+359-(0)62-20070ex.261/fax+359-(0)62-28023
e-mailaklko@mbox･digsys.bg

嘱目 純子 (筑波大学)Ms.HORIGUCmSumiko

300･0065茨城県 土浦市 常名4016-163,tel+81-(0)298･2ト3518
eィnallhoriguti@sakura.cctsukuba.acJP

マデルドナ- めぐみ (ウイ-ン大学)Ms.MADERDONNERMcgum i

Schlachthamm.ersb'aBe9A,1220Wien,AUSTRIA,tel+43･(0)1-774-7723/fax'43-(0)I-774-7723-4
e-mailmeguml.madedonner@uivie.ac.at

丸山 樹里 (ダ-ラム大学)Ms.MARUYAMAJuri

StMary'sCollege,EIvertHiHRoad,DurhamDH13LR,UK
tel+44･(0)191-374-7144(自宅)tel+44-(0)191-374-7916/fax+44-(0)191-374-7473(事務所)
かmalHur去.Mamyama@durham,ac.uk

三原 祥子 (在エジプトH本大使館広報文化センター日本新講座)Ms.MIHARANakako

Fht6,i5AhmedSamyEl-SaidSq,,Dokki12311,Cairo,EGYPT,tel+20-(0)2-3379718
e-mailmih訂aeg@soficom.com.eg(1998年12月3111までO以後は下記の住所)

18ト0022東京都 調布帝 国葡町6112-21,tel+811(0)424-85-4149/fax+Sト(0)424-80-5829

宮尾 意 (ブルガリア第 18投合高等学校)MsMIYAOMegumi

38ト32長野県 上水内郡 中条村 大字住良木2381-2,tel+81-(0)262-68-3407

三宅 和子 (東洋大学短期大学)Ms.MIYAKEKazuko

昔83･0005東京都 府中市 若松町3-29-28,teUfax 十8ト(OP2-333-9456
e-maiIk-miyake@bruトnet.Orjp

嘗谷 教義 (岐阜大学)Ms.MEYATAN王Atsum1

501-日93岐阜兜 蚊単L!if柳戸 旦-呈岐串大学部学生センター

tea+8ト(0)58-293-3i96/fax+81+(0)58-29312143
かmal旦mlyatanl@ccg抗1-uaCjp
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村上青文 (キングサウド大学)Mr.MURAKAMIYoshi免lmi

C/0EmbassyofJapan,P.0.a.4095Riyadh,SAUDIARABIA,tel+966-(0)1-464-1400-268(自宅)
e一mailVYRO3703@ni允yserve.or.jp

森 由紀 (三重大学)Ms.MORIYuki

5仙0043三重県 津市 上浜町 1515三塁大学留学生センター,tel+8l-(0)59-23ト9203(研究室)/

fax+81-(0)59123ト9058(留学生課)
e･mailyuki@cisJeCS.mie-u･aC.jp

守時 なぎさ (tJユブリヤーナ大学)Ms.MORITOKtNagisa
Dolenjskacesta40,1000Ljubljana,SLOVEMA,tel/fax+386-(0)61-1275-114
e-mailnagisa.moritoki@guest,ames.si

仙崎 患 (姫路柵協大学)Ms.YAMASAK盲Megum

670-8524兵庫県 姫路市 南新在家ト2-602teL/fax+81-(0)792-95J4544
e･mailyamasaki@himejqi-du.acjp

吉村 弓子 (豊橋技術科学大学)Ms.YOSⅢMURAYumiko

44ト8112愛知県 豊橋市 天伯町 雲雀ケ丘Ill豊橋技術科学大学 語学センタ-
te邑+8ト(0)532-44-6953/fax+S ト(O)532-44-6947
e-mai一yumiko@tut.孤.jp

ラブス ダイッドMr.LABUSDavid (カレル大学)

UstavD孟lnihov少chodu,Filozofickafaculta,UniversitaKarlova,Celetna20,1i000,Praha1,
CZECHREPUBuC,lei+420-(0)212449-1426/fax+420-(0)2-2449-1423
e･maillabus･dabid@ff.ctni･cz
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参加者の所属機関名簿 (国別｡五十音臓)

イギリス
サンダーランド入学

SchoolofSocialandInternationalStudies,UniversityofSunderland,ForsterBldg.,ChesterRoad,Sunderland,
SR13SDU.K.

tel+441(0)19ト5153430/fax 十44-(0)19ト5153432

ダ-ラム大学

DepaI加entOfEastAsianStudies,UniversityofDurham,EIvetHュll,Durham,DHI3TH,U.K.
teトト44-(0)19ト374-3237/'fax+44-(0)19ト374J-3242

ロンドン大学 東アジア言論文化学部 日本訴科

DepartmentOfEastAsia,SchoolofOrientalandAfncanStudies(SOAS),UniversityofLondon,
ThomhaughSheet,RussellSquare.London,WCIHOXG,UK
tel十44-(0)17ト323-6!75/fax+44-(0)I7ト323-6234

エジプト
カイロ大学 文学部 日本論｡日本文学科 (郵送物は国際交流基金カイロ事務所気付けを希望)

DepartmentofJapaneseLa工場uageandLiterattire,FacultyofA爪S,CairoUniversity,Giza,EGYPT
tei+20-2-567-6384/fax+20-2-57ト7760

国際交流基金カイロ事務所

TheJapanFoundationCairoO庁ice,CairoCenb.eBldg.14F,2AbdelKaderHamzeSt.,GardenCity,Cairo,
EGYPT

tel十20-2-354-943I/fax十20･2-354･9086

在エジプト日本大使館広報文化センター日本語講座

EmbassyofJapan,2F,CairoCenb.eBldg.,2AbdelKaderHam2LaSb'eet,GardenCity,EGYPT
tel+20･2-355-3962,3963/fax十20･2-354-6347

オーストラリア
メルボルン大学 日本給講座

neUniversityofMelboume,MelboumeInstituteofAsianLanguagesandSocieties,Parkvill,Victorla3052,
AUSTRALlA

tel+61-(0)3-9344-5987/fax+61-(0)319349･4870

オーストリア
ウィーン大学 日本学研究所

Inst血t触 ぬpa!onogie,UniversitatWien,AAKHICarnpus,Spitalgasse2･4,A･1090,Wien,AUSTRIA

te且+43イ0)i4277-43809/fax+43-(0)I-4277-9438

タラ-ゲンフルト大学 文化学部 言詩学･コンビュ-夕言語学科

Instltut鮎 SprachwissenschaLt,UniversitatKlagenfult,Un)versitatsstraJ3e65-67,9020,Klagenfurt,AUSTRIA
eel+43-(0)463･2700-350/fax+43-(0沖63-2700-35i

オランダ
ライヂン大学 文学部 日韓研究所 日本語科
CentreforJapaneseandKoreanStudies,ArsenaalstraatI,POBox9515,2300RALeiden,
THENETHERLANDS

te王+3l-(0)7ト527-2553/fax+3ト(0)71-51211875

e-maiuapanese@Rullet.LeldenUnrv.n日 英字のみ)
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サウジアラビア
キングサウド大学 (郵送物は在サウジアラビア日本大使館気付けを希乳 村上 古文氏の連絡先参照)
KingSaudUniversity,P.0.B.4011,Riyadh,SAUDIARABIA
tel+9661(0)Il467-51I7

スロヴァキア
コメンスキー大学 哲学部 東洋言語文化学科
Filozofickafaculta,UniversitaKomenskiho,Gondova2,8I80I,Bratislava,SLOVAKREPUBuC

tea+42ト(0)70304-1日ex⊇615(研究毒)/fax+421-(0)7-362-162(小野自宅)

スロヴェニア
リュプリヤ-ナ大学 文学部 アジア｡アフリカ研究学科 日本研究講座

Oddelekzaazijskeinafrほke皇tudije,Filozofskafaculteta,UniverZaVLjubljani,A馳ereeva2,1000,Ljubljana,
SLOVENIA

tel+386-(0)6日 769-346/fax+386イ0)6日 769-376

チエコ

カレル入学 哲学部 東洋研究所 日本学科
UstAvDaln蝕ov如hodu,FilozDllCkafaculta,UmiversitaKarlova,Cel細 島20,i1000,Prahai,
CZECHREPUBuC

eel+420･(0)2-2449-I426/fax+420･(0)2-2449･I423

マサリク大学 哲学却 吉語学科

Katedrajazykov芭dy,FiiozofickAfakulta,Masarykovauniverzita,Am enovAkai,66088,Bmo,
CZECHREPUBuC

tel+420-(0)514112王356(研究室)/fax+42010)5141121406(代表)

ドイツ

グッピンゲン市民大学

VolkshochschuleGoppmgen,Schil一erstraB18,73033,GOppLngen,GERMANY
teュ+49･(0)7161-813624

ドイツ社は法人日本論普及センター

Sprachzentrum触 Japanische.V,RoL3markt13,60311,FrankfurtamMain,GERMANY

tcl+49イ0)69-20727/fax+49-(0)69-2恥27

ノルトライン･ヴェストプア-レン州立詩語研究所 日本新科

しandesspracheninstitutNRW.Japomcum,StiepelerSb'ane129,44801Bochum,GERMANY
teュ+49･(0)234-7007580/fax+49イ0)234-70941I9

ハイデルベルグ大学 口本学研究室

JapanologischesSeminarderUniversitatHeidelberg,AkademiestraJk4-8,Dl69117Heidelberg,GERMANY
tat+49-(0)622ト547664/fax+491(0)622ト547692

ベルリン･フンボルト大学 日本学研究所

Zentrum蝕 SpracheundKulturJapan]sches,JohannisstaBeI0,I01i7,Berlin,GERMANY
tel+491(0)30-28397733/fax十49-(0)30-28397719

マンハイム入学
Dekanat飴 Bethebswirtschafts】ehrederUnivers舶tMannheimフL5,6,D-68!31,Mannl1eim,GERMANY
te!+49-(0)62ト292-2466/fax十49-(Oyi2ト292-5711

日 本

桜美林大学 国際学部

194-02東京都 町田市 常盤町3758

teトト8日0)427-97-2661
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大阪外国語大学

562･0022大阪府 箕面市 粟生岡谷束 8-日

tel/fax+8ト(0)727-30･5191

岐阜大学 留学fl:.センタ-

50日 112岐申県 岐串rff柳戸 1-1
tel+81-(0)58-293-3196/fax+81I(0)581293-2143

京都橘女子大学 文学部 国文学科 雷鳥達夫研究室

607-8175慮都肘 京都市 tJJ科区 大宅山田町34

tel+81-(0)75-57111I11/fax+81-(0)75-574-4122(共に大学代表)
e-mailmiyajlma@mx･taChibana-u･ac･jp

くろしお出版

u2-0002度京都 文京区 小石川31王6･5
tei+81-(0)3-5684-3368/fax+81-(0)3-5684･4762

群馬大学 社会情報学部 比較文化基礎諭研究賀

371-8510群娼県 前橋蹄 荒牧町4-2

tel/鮎 +SI-(0)27-220･7437

国際大学

94917277新潟県 病魚都 大和町 穴地新田777

tel+81-(0)257-79-1425/fax+81-(0)257-79･H87(木村 静子)tel/fax+81-(0)257-79-1416(田丸 淑子)

国際武道大学
229-5224千葉県 勝浦蒋 新宮841

eel+81-(0)470-73-4212/fax+81～(0)470173-4213

国立教育研究所

153･8681東京都 日盟区 FLj.Ia.6･5-22

tel+81-(0)315721-5093/fax+8ト(0)3-3714-0986

筑波大学 文芸･言語学系

305･0006茨城県 つくば市 天王台トト】,tel/fax+81-(0)298･53･4122(石田 敏子 1999年 3月まで)
tel/fax+81-(0)298-53-6367(砂川 有里子)tel/fax+81-(0)298-53-6538(堀口 純子)

束京外国訴大学 留学年目本訴教育センター
183-0034東京都 府中市 住吉5-10-i

te!+81-(0)42-365-031日 fax+8l-(0沖2･368-0393

東洋大学短期大学

112-8606東京都 文京区 白山5･28-20

tel/fax+8ト(0)3-3945-750i

図書館情報大学

305-0821茨城県 つくば市 掛 目-2

豊橋技術科学大学 知識情報工学系 (河合 和久)/語学センタ- (吉村 弓子)

44ト8580愛知県 豊橋市 天伯町 雲雀ケ丘 1-i

tel+8ト(0)532一朗-6896/fax+8ト(0)532144-6873(河合 和久)

tei十8ト(0)532-44･6953/fax+gl-(0)532一弘 6947(吉村 弓子)

名古屋大学 国際言語文化研究科

4払 860且愛知県 名古屋市 千種区 不老町
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新潟大学 留学生センター

950･2181新潟県 新潟市 五1･嵐 218050
上el/fax+81-(0)25･262-7265

姫路額協大学 外国語学部 日本冶学科

670-8524兵庫県 姫路市 上大野 7･2-I

tel/fax+81-(0)792･23･65S7(蓮沼 昭子)teVfax+811(0)792･23-0970(山崎 患)

三宅大学 留学生センタ-

514･8507三重県 津市 ヒ択町 1515

tel+81-(0)59-23ト9203(森 由紀)/fax+8ト(0)59-23ト9058(留学生センター)

ハンガリー
国際協力事業団ハンガリー駐在員事務所

JapanhltemationalCooperatio!lAgeney(J!C_A),胡･柑75BudapestラKbrolyK6rbtiI,7AHUTlGARY
te且+36-(1)269-7884/fax+36-(1)269-7886

ラキテレク社会人大学基金

Nip応iskolaAlaitvanyLakitelek,Hl6065,Lakitelek.Fels6alpar3.HUNGARY
eel+36-7614491211ex.191/fax+36.76-449I212

ブルガ リア

青年海外協力隊ブルガリア事務所

JTCAIJOCVBulgariaO打ice,NDKOfrlCeBldg.,I0F,BulgariaSq.1,1414,Sofia,BURGARIA
tel十359-(0)2-801005/801037/802017 /fax+359-(0)1963･1028

ソフィア入学 東洋言治文化センター

CentreforOrientalLanguagesandCultures,SofiaUniversity,Sofia1OOO,BULGAMA
tel+359-(0)2-8581ex.420

ソフィア第 18総命高等学校

l弛 HighSchool..WilliamGradstone",Pirotskasb･eet68,SofiaI303,BULGARIA
tel+359｣(0)21879682

ヴェt)コ･タルノヴォ大学

VclikoTam ovoUniversity,uSt.CyrilandSt.MedlOdius",1TeodosiTamovovskiS打.5000,VelikoTamovo,
BULGARIA

tel十359-(0)62-20070ex.26H fax+359･(0)62-28023

ポーランド
アダム･ミツキェヴイツチ大学 新文献学部 束洋学･バルト学科 日本学専攻科

KatedraOrientalistykiiBaltologii,Ur)iwersytetimAdamaMickiewicza,ul.Miやdzychodzka5,60-371Poznan,
POLAND

tel/fax+48-(0)61-8616･836

ヤギェウオ大学 言語学部 東洋言語学研究所 日本学科

ZakladJaponstyki,I.F.0.UniwersytetJagiellohski,al.Mickiewicza9/11,3日20Krakbw,POLAND
eel+48-(0)I2-633-6377ex.326/fax+48-(0)I2-422-6793

ルーマニア
ブカレスト大学 外国藩学部 東洋語学科 日本語コ-ス

UniversityofBucharest,FacultyofForeignLanguages,DepartmentofOdentalLanguages,JapaneseCourse,
Sh･.PitarMosnr.7･13,Sector王,Bucurestj,ROMANIA
eel+40-(0)ト21トほ20/fax+40イ0)竜一312-1313
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好評耗売申




