
第 12回日本語教育連絡会議 次第

会義第一日 1999年7月24日 (土)

場所 :オランダ ライデン大学構内 (CentraaLFaciliteitenGebouw)11751/003号講義室

9:00- 9:30 開会 ･講演 Prof.Dr.WimBoot ライデン大学

ことわざは貫語数材としてどういう意味をもつか

10二00-10:30 加藤陽子 (国際大学)

話し言葉における会話物語の構造について

10:3(ト 10:45 ---休憩一･-

川 ■45-ll-15 八重島佳枝 (国際武道大学)

小津安Ⅶ部のセリフの運びとフランス語

ll;15･1卜45 黒沢晶子 (uンドン大学)

関連性理論からみた主題文<7TleTctpicConsもruction一一-1･aRe!evanceTheorefic>

~ミ1･45-12:ミ5 小;-召喜好 (図書館情報大学)

決定疑問文に対する答え方に.ついて- 医療相談を資料とした場合- -

12:15-13二45 - 昼食- .-

13二45-14:15 川手ミヤジェイエフスカ恩 (テンプル大学)

語菓論レベルにおける中間言語の考察- 断りの方略と構造-

14.'15-14:45 足立祐子 (新潟大学) ･押谷祐子 (新潟大学) ･土屋千尋 (愛知県立大学)

コミュニケーション体幹の鳩としての多文化クラス

14:45-15:15 田丸淑子 (国際大学)

申上級の語義指導

15:15-15:30 - 体憩-

15:30-16:00 トリ-ニ eアル ド (ヴェネツィア大学)

漢語の分析

16:00-16:30 ガッチ洋子 (オックスフォード大学)

語嚢鯨充のための漢字教育 (仮題)

16:30-17:00 ベケシュ ･アンドレイ (リュプリヤーナ大学)

エヴィデンシャリティ:日本語とスロヴェ二ア譜の比較

会議第一日日終了

18:00-20:00 懇談 (日韓学科の建物のそば カフェ-･tkGrootBeer二階にて)
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会義第二 日 1999年 7月25日 (日)

場所 :オランダ ライデン大学構内 (CentraaげacHiteitenGebouw)1175/003号講義室

9:30-10:00 蓮沼啓介 (神戸大学)

洋学伝習と日本事情

10:00-10ニ30 鈴木伸- (東北大学)

日本における第二外国語としてのドイツ語教育

- 初級日本語教育との関連から…

10:30-10:45 休憩

10:45-11'L15 北岡幹子 (ウィーン大学) ･マデル ドナーめぐみ (ウィーン大学)

日本人活用授業 (2)

11･15-ll:45 ロベル ト･カーシャ (アダム ･ミツキェヴィチ大学)

アダム ･ミツキェヴィチ大学の教材開発について

11二45-13:45 昼食

13:45-14:15 坂谷内勝 (国立教育研究所)

日本語電子化教材のインターネット公開に関わる問題について

14:15-14二45 隈本 ･ヒ-リー順子 (メルボルン大学)

日本語学習に取り入れられたウェブ Qプロジェク ト

14:45-15ニ15 河合和久 (豊橋技術科学大学) ･吉村弓子 (豊橋技術科学大学)

オンライン日本語教材リスト

15ニ15-15:45 休憩

15二45-17二00 全体会議

17:00 閉会

会議第二日目終了

18二30-22:00 夕食会 (AsianPalace:Steenstraat55 TEL:(071ト5131851)

会義手三 日 (自由響加) 1999年 7月25日 (日)

9.L20- 10:30 観光船にてライデン市内運河遊覧

1卜00､ll.30 ライデン大学本部建物参観

ll:30･.う2:00 大学付属植物園散策

12:00- かグル-プにて市内散策 その後自由解散
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第12回日本語教育連絡会議参加者名簿
名義

ティメリング アド

定立祐子

ベケシュ 砂アンドレイ

ブル-メ 小島タカ

ノ7rT7鮎童ノーJ/ヽrトリフてこ

土井エルザ

エリック 卓フアンデルモーレンI

ガッチ洋子

蓮沼昭子

蓮沼啓介

とよ-義 一I):I:_
;'jlJL二.1ヽ ノ ヽゝ

林四郎

出野晃子

今井武

石登紀子

加藤陽子

河合和久

川手-ミヤジェイエフスカ恩

北岡幹子

小林玲子

隈本 ･ヒ-リ-順子

黒羽友子

黒沢晶子

槙村さおり

守時なぎさ

rjBlr百言問

奥村圭子

′】ヽ沼宝好'JILJE:コ′-J

大宅憲夫

坂本一恵

坂谷内勝

重盛千香子

砂川裕一

鈴木雅晴

鈴木伸一

担丸淑子

name

AdachiYuko

BekesAndrei

Bluhme-Koj'imaTaka

′1.-(r.r.lLT̂〈lへへ..しノlLJbBl¶tlU111i

EIzaT｡Doi

ErikvanderMoierl

Gu一chYoko

HasuriumaA損吏o

HasunumaKeisuke

lLr叶-ynC,tpl言もArlrrlly-yl言iiCi.>J乙も〇iii⊥YJLLSLi土il三

塁avashiShir°

videriOAkikcL

ImaiTakeshi

IshiTokiko

KatOYoko

KawaiKazuhisa

IFVT--1~i~_.

ライデン大学

新潟大学留学生センタ-

リュブリャ-ナ大学

ビーレフェル ト大学

ケダ ニ 〉｣一,止も
フ′-~二ノムノ＼子

ライデン大学

オックスフォー ド大学

姫路肇協大学

神戸大学

明海大学

.｢ . -～:-'山.:1-=L_:'.
ノ ノ ･1 } ノ㌧1̂

カレル大学

ドイツ社団法人E3本譜普及センター-

封際大学

豊橋技術科学太学

Kawate-Mierzej.eWSkaMegumiテンプル大学

KitaokaMikiko

Kobayash呈Reiko

Kumamoto-HeaiyJunko

KurobaneTomoko

KurosawaAkiko

MakimuraSaori

MoritokiNagisa

NishiharaJun

OkumuraKeiko

nnllm只TI1.Vn只hi

OyaNorio

SakamotoKazue

SakayauchiMasaru

ShigemoriChikako

SunakawaYuichi

SIJ_孔lkiMasaharu

SuzukiShinichi

TamaruYoshiko
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ウイか･ン大学

リユブリャ-ナ大学

メルボルン大学

国際武道大学

ロンドン大学

ヴェリコタルノヴォ大学

リュプリヤーナ大学

ローマEj本文化会館

サンダーランド大学

図書館情報大学

ライデン大学

ヤギェウオ大学

国立教育研究所

群馬大学

マサリク大学

東北大学

国際大学



第12回日本語教育連絡会議参加者名簿

急造

トリーこ ｡アルド

トリーニ上田初美

土屋千尋

土屋順一

八重島佳枝

吉村弓子

吉岡責

name

TollirdAldo

Touin卜UedaHatsumi

TsuchiyaChihiro

TsuchiyaJunichi

YaejimaYoshie

YoshlmuraYumlko

YoshiokaKaoru

-4-

所属

ヴェネツィア大学

ヴェネツィア大学

愛知県立大学

東京外国語大学

国際武道大学

豊橋技術科学大学

ニイメゲン大学


