
第 13回日本語教育連絡会議

7月29日 (土)

会議日程

8:(〕(〕-9三OCL 会場受け村け

9:00-9:10 開会の辞

9:10-9:30 オリエンテげション

9:30弓0ニ15 講演 林四郎 ｢基本動詞の用法をみんなで学ぶ方法｣

10:15--iO:3〔) 休憩

ln･ll∩-ll,nn 発 表 3 番 由 文 啓 ｢ことばの 研 究 と辞 書 に 記載 さ れ る 情 事凱

iL:uu-i_i:3U 発 藁 2 大 宅 憲実 圧∃本譜作文についての-一一-考 察 J

ill:3(〕弓2:()0 発表 3 加藤紀子 ｢作文指導についての実践幸声量告｣

i2…00-14こ捌〕 昼食

14:OCL-14:3〔) 発表 4 河合和久 や吉村弓子 ｢学習者モデル構築のための誤周の分析Jf

i4:30-15･.00 発表 5 3里碩佐恵 ｢初級向けシラバスについて｣

15:00-15:30 発表 6 川村よし子

｢インタ-ネットを活用した読解教材バンクとその評価｣

15こ30J16:00 発表 7 隈本 屯ヒtリー順子 ｢初等 ･中等教育の日本語教師養成｣

16:00-16:15 休憩

16:15-16:45 発表 8 黒沢晶子 ｢『外の関係』の連体修飾について｣

16:45-17:15 発表 9 ゲ-ルツ三隅友子 ｢学習カウンセ リング｣

19:00- ホイリゲの夕べ
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7月30日 (日)

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-10:45

10:45-ll:15

ll:15-ll:45

ll:45-12ニ15

12:15-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:3(ト15:45

15:45-16:15

iR｡1L二一1lj･ALTl

16:45-17:00

17ニ00-

発表 10 寒川フメリャク クリスティ-ナ

｢日本語学習者のための電子辞書の案｣

発表 11 重盛千香子

｢形容詞的動詞と動詞的形容詞 - 学習者の母語 との対照から｣

発表 12 砂川裕一

｢日本事情の授業と日本研究の専門の授業との橋渡 しの試み｣

休憩

発表 13 田中和美 ｢ロンドン大学 SOASにおける教育実習実践報告｣

発表 14 土屋順一 ｢外国人にやさしい日本語辞書のみだしの表記と配列｣

発表 15 土屋千尋

｢日本語教員養成 にもとめ られ るもの 一学習者のニ-

ズに真にこたえうる教員をめざして -｣

昼食

発表 16 マダ ドナー オッ トー

｢タスク重視の新 しい日本語教科書の試み｣

発表 17 三宅和子 ｢｢はい｣､｢ええ｣､｢うん｣の機能を考える｣

発表 18 山崎 恵 ｢所有の ｢ある｣について (仮題)｣

休憩

発表 19 河合和久 ･吉村弓子 ｢｢オンライン日本語教材 リス トの検索サ- ビ

スはどのように利用されているか｣

発表 20 べケシコ アンドレイ

｢日本語の授業における新出語秦 .表記をコン トロールする｣

休憩

全体会議 ･閉会



青山文啓

第 13回日本語教育連絡会議参加者名簿

①住所@Tel③Fax④e-mail

AOYAMAFumihiro 桜美林大学

①194-0294東京都町闇市常盤町3758桜美林大学国際学部/文学部

②0427197-2661(Ex.3375)③0427-97-1887④ aC)yam7-lf@(血rin.ac｡j盲｣

伊古口 絵里 王KOTAEr皇

①112-0011東京都文京区千石 2---15-]3④ 混C)eTi@exc宜eNJ.jp

石登紀子 ⅠSHiTokiko ドイツ社団法人 日本語普及セ ンタ-- (ドイツ)

庄･Si~)rlliChz｡AiltrLulAILful-｣ L llTj a ilisch_{∴1T RL｡St.三mLir上tLi3,6031iFranIUu1-7L/も′,lain,

Germ arly(2J+491-I,9-2rJ7 2 7 (3)十49-69-2C1627

④ SpはChze軸 Lim.ja押 1isi=h@画 rllm-融 ir?Ae通 津)損 k jishi@ aoLcom

岩田 正之 iWATAMEiSayuki ウう-ゲ二ノブル ト大聖 (*-ス い 】アう

①Augustusgasse2LA-9073董卓agenfurtJViktring,Austria(自/tl

②十43-463-252814④ maiwata@(,ittgi()bahiet

大宅憲夫

加藤紀子

加納直子

河合和久

OYANr)riくつ ライデン大学 (オランダ)

① centreforJapanese & Korean Studies.Leiden Universilv Arspn,3扉 1,

P.0.Box9515, 2300RALeiden, TheNetherlands②+31-(0)71I5272553,

(o)71-5121875(自) ③+31-(0)71-5272215④ n｡oya@let.ieidenuniv.ni

KATOHNoriko リュブリャ-ナ大学(スロベニア)

′lノuJu流し illA侶slte stuciijLtFii()7J()fsk三lFとIltulkta.Uni＼7ClilzとIV LjLubljLini,

Askerceva2,1000LjubljanaSlovenia@+386IiI241-1446

④ norik().kat｡@guest.arnes.si

KANONaoko

①709-0853 岡山県赤磐郡瀬戸町旭ヶ丘 3-ト83(自) ②③08695-2-1595

④kanonasa@dj.dion.ne,jp,kanonaoko@cybergal.com

KAWAlKazuhlSa 豊橋技祐科学大学

①441-8580愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘 1-1豊橋技術科学大学知識情報工学系

②0532147-0111(代表)③0532144-6873(知識情報工学系事務室)④ kawai@tut.(,iC.jp
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川瀬佐恵 KA_WASESap TheTechnicalUniversityofLODZJOCV (ポーランド)

①ⅠXD.S.pok.111ul.Piotrkowska27790-457,LodzPoland(自)

②③+48160卜162-129④ sae@ife.p.lod7J.Pl,sae@go2･pl

川村よし子 KAWAMURAY(つShiko 東京国際大学

①埼玉県坂戸市鶴舞 4-15-24Ramperstorffergasse40/12,1050Wien,Austria(9月より)

②0492-89-7845(日本),+43-ト544-4587(ウィーン) ④ kawamura@tllu.acJlp

北岡幹子 KITAOKAMikiko ウィーン大学 (オーストリア)

宜･sijelSlngerStr.80/i/8, A-1130Wien Austria (自)②③+43-i-803-6852

④ mikiko.kita｡ka@urlivie.ac｡at

隈本 心ヒ一一一リー順子 KUMAMOTO-HEALEYJunko メルボルン大学 (オーストラリア)

①MIALSヲTheUniversityofMelbourne Parkville,Victoria,3052AUSTRALIA

②十61-3-9344-5987 ③十6ト3-9349-4870

④ 抽nkokh@hC)tm,qil.com,i.kumamoto@asian.unimeib.edu.au

倉品さやか KURASHINASayaka リュブリヤーナ大学(スロベニア)

O Azilske in Afriske studije Filozofska Fakulteta, Univerza v uubljani,

Askerceva2,loo°LjubljanaSlovenia②+386-61-241-1卑生6③+386-61-24ト

1451

④ sayak,,i.kurasl血a@gLleSt.arneS.Si

クラマ- アンゲラ KRAMERAngela ウィーン22区商業アカデミー (オース トリア)

①Kirchstetterngasse19/12,A-1160Wien,Austria (自)②③+43-ト495-2339

黒沢晶子

黒羽友子

KUROSAWAAkiko ロンドン大学 (イギリス)

①4SeycllelleCourt,24FoxgroveRoad,Beckenham,KentBR35XU U.K, (自)

②③+44-2086506427④ akik｡9638@aL正com

KUROBANETomoko 国際武道大学

①299-5224千葉県勝浦市新官 841②0470-73-4111④kurobane@budo-Ll.aCjp
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ゲ…ルツ三隅友子 GEHRTZ-MISUMITomoko 徳島大学

①徳島市南常三島町 1-1 228徳島大学総合科学部 ②088-656-7120

性Jmisumi@ias.tokushinlal-I.aCjp

小林玲子 KOBAYASHIReiko 筑波大学

①305JJ821茨城県つくば市春E33-8-5シャトウ春｡uD205②0298-5ト7626

④ S973〔)14@ipe｡tSukubaF;iCJll)

u'ユブリヤーナ大字(スロベニア/I

(i)Jeranc･val3,1帯鋸Jjubijana,Si｡ve-rlijaく自) ,U三血 erp-i.aVLjubijani,Fibzofska

FaklLiiTL-etE-ilt･iSker｡evn2,10i3C,ilLjt瑚 alは,Sh renija②O(j386一ト2現 i∠昆6

(31t')r)386-i-i259337④ kr血行は加ie拍k@･guest.2imeSnSi

紺幡紀子 ｡,描 _TYr｢)n N川北 ｢-1

(i)HmtPtStraSSe8;:i//9､ ir上-2650Payerbaclrい'iLiSLlia(良)

②十43-2666-58i52

重盛千香子

べニア)

鈴木伸一

砂川裕一

関理世

SHIGEMORH∋UCARChikak仁一 リコブリヤーーナ大学 (スCl

①p(⊃diimbarskega46,1000Ljubljana,Siovenija (負)

骨 +3紺-卜 らl5-7lQ,5∩ 信､+386-ト1251-933′7 ④ chik油 ∩.BL1Car@guestarlleSSi

SUZUKiShinichi 東北大学

①983-0038仙台市宮城野区新田3-28-31コーポ堀越 2号室 ②③022-236-3580

④ S-suzLlki@mail.cc｡tohoku.ac.jp

SUNAKAWAYuichi 群馬大学

①371-8510前橋市荒牧町 4-2群馬大学社会情報学部比較文化基礎論研究室

②③027-288-8087 ④ sunakawa@si.gunrna-u,ac.jp

SEKiMichiyo アダム ･ミツキェヴィチ大学 (ポーランド)

①Japonistyka,KatedraOrientalistykiiBaltologiiU.A.M.,ul.Miedzychodzka5,

60-371Poznan.Poland②③+48-6ト86ト6836④ michiy,コ@amu.edu.lji
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田中和美

土屋順一-

土屋千尋

津瞥敬子

栃木由香

西原潤

林凶郎

林めぐみ

深井千枝

古川彰子

TANAKAKazurmi ロンドン大学 SOAS

e･81Dr)vercourtRoadIJOnClonSE228UWUK (自)②(診十44-20-8693-7782

@ tanaka@tanaka.co.uk,kt2@soas.ac.uk

TSUCHIYAJun'ichi 東京外国語大学

宜L'Lj(ト1101愛知郡長久手町熊張 1522-3-A-202(負) ②81-561-63-2686

③81-561-63-2686 ④ Lsuchiya@jlc.tuts.ZlC.jp

TSUCHIYAChihiro 愛知県立大学外国語学部

宜､480-1198愛知郡長久手町熊張 152213 ②81-56卜64-1111(ext.2409)

③81-56ト64-1107 ④ chilliroL((3for.,licllhJu.aC.jp

TSUNOKeiko シュツットガル ト市民大学 (ドイツ)

庄)SchlaterStr｡2,73037Goppingen,Germany (自) ②+49-716卜813624

TOCHIGIYuka ウイ-ン経済大学 (オース トリア)

①Stammgasse6/5,A-1030Wien,Austria(良) ②+431卜718-5681

NISHIHARAJun ロ←マ日本文化会館 (イタリア)

① lstitutoGiapponesediCulttlra,ViaAntonioGramsci74,00197,Roma,

ltalia②+39-06-322-4754(扉fice)④ nishihara@jfroma｡it

HAYASHIShir°,

①169-0075東京都新宿区高田馬場3-29-5(自)②③03-3368-8844

HAYASHIMegumi

①169-0075東京都新宿区高乱馬場3-29-5(自)②③03-3368-8844

FUKAIChie アダム .ミツキェヴィチ大学 (ポーランド)

LT,血p,:)nistyka,KatedraOrienta】isILykH BattologiiU.A.M∴11.Miedzychodzka5,

60-371P仁)?Jna互1,PolailC巨 富,(3)+48--6ト861-6836④･chie@amu.edu_pl

FURUKAWAAkiko レディング大学(イギリス)

'oijFlat169,37Str)reStreCt,Loncion,WCIE7QF,England (冒)

② +44-7719JJ7ト508

･肇JIA.FurL症aWとi@Teadmg.aC.uk(莱),Akiko@btlntemet.con (lL 英)



ベケシュ アンドレイ BEKESAndrej リュブリヤーナ大学 (スロベニア)

①Koblarjeva15,1000Ljubljana,Slovenja(負)②+386-61-1343141

③十386-61-1343141④ anrll-rej.bekes@guest.arnes.si

マグドナ-- オットー IvnDERDONNEROtto 電子工学専門大学 (オーストリア)

①schiachthammerstr.9a, A-1220Wien,Austria(自) ②+43-卜774-7723

③十43-1-774-7723-4④ rnader(ion離echniklJ_m一顧e,n,,:iTv

マダドナ-- めぐみ Å且ADERDONNERMegumi ウイ-ン大学 (オ-ス トリア)

①LyIStjtutfurOstasienwissenschaften.universiはt騨ienAAKH-Campus,Spitalgasse214.

1090Mien_/MLiStria②十43--1--Ji2FI-′圭43816②卜431弓弓277--943と三

(旦jmegLimi,maderd｡‡-lner@u nivit-;nc.(gijL

三宅和子

村越新吾

も′三三YAKEKazukO 東洋大学

･=nHj:巨 Otj05栗京都府甲市若松町3-29-2R (自)②③tj42-333】率妄5t,3

④ mily.,-ike@toyolletぶつyo.acjill

MURAKOSHIShilligO

①埼玉県大害市天沼町 1-666-44 ②③O48-6.43-0796 ④ ML汀aTjr@;1°信二{jT王Iu

村越 寿美代 MURもKOSHⅠSumiyc) ⅠLS(オ･-ス トリア)

①埼玉県大宮市天沼町 卜666-44

④ Liebestrelji@aoi.C('m

若野恵 MOSHINOMegumi リュブリヤーナ大学(スロベニア)

(DAzijske in Afriske studije Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani,

Askerceva2,1000L恒bijanaSlovenia②+386-61I241-1446③十386-6l-241-

1451

@ megumi.moshino@guest.arnes.si

八重嶋佳枝 YAEJIMAYoshie 国際武道大学

①299-5224千葉県勝浦市新宮841国際武道大学 ②0470-73-4111
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山川素子

山崎 恵

吉村弓子

yAMAKAWAMotoko グダンスク大学 (ポーランド)

①ul.Pomorska68,pok.12,801343Gdansk,POIJIND (自)

②+44-58-557-0531ex.360,+44-601162121(携帯)

④ Motoyama29@aol.com

YAMASAKiMegumi 姫路猫協大学

①670-8524姫路市上大野 7-2-1姫路猪協大学

(診③0792-23-0970(研究室直通)④ yamasaki@himeji-du.ac.jp

YOSHIMURAYumiko 豊橋技術科学大学

(丑44ト8580愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘 卜1豊橋技術科学大学人文 ･社会工学系

②0532-44-6953(研究室直通)③0532-44-6947(人文 ･社会工学系事務室)

④ yumiko@tuLac.jp

若井べルナデッテ WAKAIBernadett フンフアルビ ｡ヤーンシュ貿易経済専門学校

(ハンガリー)

①Avaru.5リ2083Solymar,Hungary②③+36-26-360022

④S?,eidzsi@freemail.hu,nattoo@ax.hu

若井誠二 WAKAユSzeidzsi カーロリ ･ガ-シュバール大学

OAvaru.5"2083Solymar,Hungary @@+36-261360022

④szJeid21Si@Ereemail.llU,OCSiba@ax.hu

ー8-


