
第 15回日本語戟育連絡会議日程

8月2日 (金)

12:00-18:00 受付､チェックイン ダーラム大学東洋学部および各自宿泊場所

19:00-21:00 夕食 コリンウッドコレツジ ダイニングルーム

8月3日 (土)

08二00--09二00 朝食

09:15-09:30 開会の挨拶 事務連絡

89.30-10:3Ci 基調講演 ㌻一漢字 三片仮名 ;平仮名ur')語嚢文字としての特徴 ｣

林四郎先生

(以下発表者の皆様の敬称を略させていた だきます)

iO:30 -ll:OO 発表1 .t-Ro巨eP廟ingGameを利用 した日本語学習ソフ ト｣

耳金和久 吉 村 弓 子 (豊橋技術科学大学)

Hijlj--うーL ' :i() 休憩

jl二30･-,は OO 発表2 Ljダ構文再考,i

西住妻子 ∈ダ-ラム東学3

12:OO-!2.30 発表3 ｢中等教育 レベル日本語力ijキコラム開発の行方

1--北米の動向を中心に-｣

矢沢理子 (アル バ-夕州教育省/国際交流基金)

12:30-14:00 昼食

14:00--14:30 発表 4 i~終助詞 『ネ』『∃』再考｣

西郷英樹 (ダーラム大学)

14:30-15二00 発表 5 ｢日本語母語話者と学習者の指示表現選択の相違について｣

渡辺文生 (山形夫学)

15:00-15二30 発表 6 ｢バル ト三国日本語教育連絡会議葡告｣

高橋清彦 (エス トニア ヤルベオッツア高校)

15:30-16:00 休憩

16:00-16:30 発表 7 r『主張』と 『要求』の位置づけ

一話 し合い場面の会話分析か ら-｣

若野恵 (リュブリアーナ大学)
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16:30-17:00 発表 8 ｢語用論研究の在り方

:電話会話における断りの展開を例に｣

川手めぐみ (TempleUniversityJapan)

17:00-17二30 発表 9 ｢ハンガリー人日本語学習者の言語学習観｣

若井誠二 (ハンガリー カーロリ大学)

19ニ00-21:00 夕食会 Numjay タイ料理レス トラン

8月4日 (日)

08:00-09:00 朝食

09:15--09:30 事務連絡

09:30･一10二00 発表 10 ｢1920-40年代の日フィン学術交流の特徴｣

小川誉子美 (横浜国立大学)

蓮沼啓介 (神戸大学)

10:30-ll:30 休憩

ll:30-12:00 発表 12 ｢『新たな日本語教員養成プログラム』と第二言語教育｣

砂川裕一 (群馬大学)

12三00-12:30 発表 13 ｢上級聞き取りのス トラテジー:ノー トテーキングの技術｣

森本一樹 (ダーラム大学)

12:30-14:00 昼食

14:001-14:30 発表 14 ｢『する』は動詞か?一意味と機能の導入順序-｣

圭盛千賀子 (リュブリアーナ大学)

14･-30-15:00 発表 15 ｢境界と不確実性 (文法の場合)｣

アンドレイ ･ベケシュ (リュブリアーナ大学)

15.loo-16:00 休憩

16:00-16:30 発表 16 r日本語教育実習と地域の日本語ボランティア教室｣

土屋千尋 (愛知県立大学)

16:30---17:00 発表 17 ｢日独合同授業｣

大久保幸子 (DekanatderFakuLtaetfue一BWLderUniMannheim)

17:001--18:00 全体会議

閉会
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第咽頭日本語教育連絡会議参加者名簿 2002年8月

メ一一ルアドレス

Beke孟 Andrej
ベケシュ アンドレイ

Gutch
ガッチ

大枝 由佳

Bischof-一 幸子
大久保 ゆきこ

誉子美
よしみ

奥村 圭子

河合 和久

川瀬 佐恵

川手 めぐみ

隈本 順子

And｢ejBeke主

UniversityofLubljana andrej.bekes@guest,arnes.si L柵versil二yOfLjubljan札FacultyofArts,ASkereeva2.

UniversityofOxford

ダ-ラム大学

マンハイム大学

yoko.gutch@()rientaトinstitute.oxf()rd.ac-uk
Corl.-ほrCottge.1〕urchettsGreerl.Maidenhead.Berks
SL6(5QS UK

[)epいつiLEastAsianStudies UniversityofDurham
E‡岳veE卜ill_DurhamD卜13TH

llekarlal:derFaれl_パt畠tfLtr･BWL.ヨerUniversitatMannheim

L.5,6i.)一･68131MannheirT】i,Gerrnany

yukaoeda@durham･.ac.uk･

okubo@rumlrlS.uniJTlanrlheinl.!3e

横浜国立大学留学生健ン
ター

サンダーランド大学

豊橋技術科学大学

ダ-ラム大学

ogawayos@ynu.ac.jp
=テ2E'!1-a()55 神奈)H県横浜市神奈川区大野町
ト71-i31:)(i

keiko.okumura@sunderlandac.uiくL
1SF;list()ne.Fatf-ieh],Washington.TyneaWear
NE3ともモ弓トSE LJK

kawai@M軸 墓i4蒜 表芸45*8纂軍 備 業者嗣 住所不要)

sae.kawase@durharTl.aC.Uk 干27'-()-()()01千葉県松.lF:51市幸田5･1567

Temp一eUniversityJapan mi即Ze@tuj.ac,jp =律 541)亡･03 東京都世関谷区野沢31139-15.1301

大分大学
kumamoto@cc･oi触 如 嘉慧覧蒜 遥 誤 謬 雷 即 0噌 地



氏名

黒沢 晶子

クロス 尚美

黒羽 友子

西郷 秀樹

重盛 羊香子

⊥▲
鈴木

庸子
ようこ

砂川 裕一

衛

高橋 清彦

土屋 千尋
つちゃ ちひろ

土屋

つちや

西住 泰子

にしずみ かなこ

ダーラム大学

国際武道大学

ダ-ラム大学

メールアドレス

akiko9638@aoLcom

naomi.cross@durham.ac.uk

kurobane@budo-u.ac.jp

hideki.saigo@durham.ac.uk

リュブリヤーナ大学

群馬大学

ダーラム大学

エストニア ヤルヴェオッ
ツア高校

愛知県立大学外国語学
那

東京外国語大学留学生

日本語教育センタ-

ダーラム大学

chikako.bucar@guest.arnes.si

suzukiyo@icu.ac.jp

sunakawa@mbh.nifty.com

mamoru.seimiya@durham.ac.uk

takahashi@infonet.ee

chihirot@for.aichi-pu.ac.jp

tsuchiya@tufs.ac.jp

kanako.nishizumi@durham.ac.uk

住所

4SeycheLleCou叶24FoxgroveRoad,Beckenham,
KentBR35XU

°eptof巨astAsianStudies UniversityofDurham
EIvetHi",DurhamDH13TH

千葉県勝浦市新宮841 国際武道大学

Depモof巨astAsianStudies UniversityofDurham
EIvetHi一lDurhamDH13TH

ChikakoShjgemoriBucar

Podlimbarskaga46,1000Ljubuana SLOVENIJA

〒180-0002武蔵野市吉祥寺東町卜4-13

〒371-0106

群馬県勢多郡富士見村市之木場414-5

〒264-0021千葉県千葉市若葉区若松町42-2

JaⅣeotsateell-65,13520

TaHl-nn,RepublicofESTONIA

〒480-1198愛知県愛知郡長久手町熊張1522-3
愛知県立大学外国語学部

〒4801101愛知県愛知郡長久手町熊張1522-3
A-202

FisherHouse,GreenLane,Du｢ham,DH13JP UK



氏名

蓮沼 昭子
はすぬま あきこ

蓮沼 啓介
はすぬま けいすけ

林 四郎

林 めぐみ

松岡
格
ただす

森本 一樹

理子
みちこ

吉村 弓子

若井 誠二

所属

姫路濁協大学

神戸大学

メ一一ルアドレス 住所

hasunuma@rose.rokkodai.kobeぺJ.i項 F, こ=F6~73-10005 兵庫県明石市小久保120-55-B-1801

千川9--0075東京都新宿区高田馬場3-29-5筑波大学名誉教授

二戸74:')9-･0075東京都新宿区高田馬場3-29-5

ZVB10676@nifty.ne.jp ='Ai:18卜()001東京都三鷹市井の頭卜22-9-川7

ダーラム大学

アルバ-タ州教育省/国
際交流基金

豊橋技術科学大学

Kazuki.Morin｢oto@durham.ac.uk
LjeptofEastAsianStudies UniverslrtyofDurham
章≡Zveけ･日日,DurhamDH13TH

Michiko.Yazawa@gov.ab.ca
4th.･=to(lr.DevonianBuilding.'11160JasperAve
;;…三dn10ntOn.AlbertaT5KOL2CANADA

yumiko@モu息･軸 壷i蒜mei蒜 t84e!掌笈翠 (鞘 者番号住所不要'

カーロリ大字 ハンガリI SZeidzsi@fre(∋ma日.hu :～()83.;S()Iyn.てar.Bocskaiu15･Hunga｢y

若井 ベルナデッチ オテパ

若野
もしの

恵

渡辺 文生

リュブリヤーーナ大学

山形大学

nattoo@ax.hL; '.之083LS(Dlymar,Bocsk如u･51Hungary

megu血 mos柚 O@gues竜劇 leS･忘憂 霞.蒜 g･諾2B2諸 賢県図億 市土生町 日立社宅23;33-1

furnio@human.ki.yamagata-U.三IC.捕, 吾)9O-:2331山形県山形市飯田西2-216-404


