
第 17回日本言吾教育連絡会議日程

8月18日 (水)

10 :00 受付

10 :30 挨拶 巳連絡など

11二00- 12 二15 発表 1.2.3

11二00 日本語弱者との共生に向けて-ユニバーサルデザインをふまえたコミュニケ-ショ
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11.25 地域型日本語教育一地域のニーズと現状を考える.- - .ゲールツ三隅友子 .(徳島

大学)

･･･土屋千尋 (愛知県立大学＼

12 ･15 昼食

13.ミ5ノI--1卑 二O5 発表 4.5

盲3:40 日本語末習留学生は r量年半で専門分野に近づいたか LIT.･梅田康子 し愛知大学仁 山

L]和代 (南山大学11伊藤由香 (南山大学)

14 二05- --4 :5O トルコ機関報告

14 二05 アンカラ大学 -･土ジャン .エルキン

14 て20 チャナッカレオンセキズマル ト大学 - t芳賀啓子 (近藤幸子代理)

1 4 :35 工ルジエス大学 ･･･フイウレ､ソト･力う

14 :50 休憩 (15分)

15 :05- 16 :45 発表6,7,8,9

15:05 『21世紀の ｢日本事情｣』から 『リテラシーズ』-ー ｢日本事情｣メディアの 5年

間一 ･.･砂川裕一 (群馬大学)

15 :30 戦時下の日本語教授者の類型一波独者を中心に一 ･･り州 】誉子美 (横浜国立大学)

15 :55 談話における ｢は｣の使い方についての日本語母語話者と学習者の違い ･･.渡辺
寸Lt (lh7FS.十･堂1ノへ⊥ lヽ･■■｣ll′′ヽ J′

16 :20 母語訳によってうきぼりになる学習者の日本語作文の問題点- ｢ドイツ語母語話者

による日本語作文とその ドイツ語との対訳データベース｣を使って ･･･椙本総子

(国立国語研究所)
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8月 19日 (木)

10:30- 11:45 発表 10, ll,12

10:30 工場内における日本語使用状況調査-ナイ形の使用状況- .･･袴田麻里 (静岡大

学)

10:55 敬語使用のメカニズムー北開東調査結果から一 ･･･山下暁美 (明海大学)

11:20 高校生の話 し合いに現れる終助詞 - r石田敏子 (早稲田大学)

11. 45 休憩

12:00-12:50 発表 13714

12:00 談話と文法の接点-分裂文の構造と談話展開機能 ･I･砂川有里子 (筑波大学)

12:25 無題文の ｢が｣- 理解から運用へ - ･d ¢黒沢晶子 (山形大学)

12:50 昼食

13:50-14:35 トルコ機関実践報告

13:50 ボアジチ大学 ..･所司真理子エル ドアン､蒔苗亜美

14ニ05 中東工科大学 田= 和久井路子

14:20 土日基金文化センター ..･杉山純子､ギ ョクセニン ･チェリック

14:35- 15:50 発表 15,16,17

14:35 日本語教育コンテンツの需要と開発提供システムについて ･･･坂谷内勝 (国立教

育政策研究所)

15:00 自然会話を生かした Web教材作成のへ模索一自然会話分析結果に基づいて一

･･･宇佐美まゆみ (東京外国語大学)

15:25 言語教育観とカリキュラム開発 日 ･矢津理子 (国際交流基金関西国際センター)

15:50 休憩

16:05- 16:55 発表 18,19

16:05 GTice再考 - .蓮沼啓介 (神戸大学)

16:30 語用論研究の新 しい方向の模索-社会心理学 HLl理言語学的視点より一

二日 MegumiKawate~Mierzejewska(Temple University)

16:55- 17 二25 総会

20:00 懇親会 ･･ .キングホテル ･ギュベンリツウ ･サロンにて
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第 17回日本語教育連絡会議参加者名簿

伊藤由香
富toYuka
宇佐美まゆみ

UsamiMayumi
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ヽヾ.
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小川誉子美

Ogawaγosh"Im'!
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KanemaruKaoru

常山J､亨 二･宅,∴.･'i･'."1.r･･_I.;r一･･1ミ.,J

東京外国語大学 h saminaL71tufs.aL:.jp

愛知大学

アンカラ大学

姫路濁協大学

工ルジこ.ス大学

丁 妄有畜蚕膏転義

chトU.ac.ip

さ一IO昌i-3汀軸otma主忘三rOm

ogawayos如拙.t!C._痩

senaozg♂yahoo.coflE

": ::: ~_i. -:rurnusLalyahoo.co.jp

i衣笠秀子KinugasaHjdeko iローマ日本文化会館 ikinIJga.q月虚ifrnm只 it ∃

ほ 慧 wfaAkiko 山形大学 ∃I

ゲ-ルツ三隅友子Gehrtz-MisumiTomoko 徳島大学 misumi@ias.tokushima-u.ac.jp

近藤幸子 チャナツ力レオンセキ Japanese@Comu.edu.tr !i …
坂谷内勝

SakayauchiMasaru
国立教育政策研究所 saka@nier.go.jp

重盛千香子

ShigemoriChikako
リュブリヤーナ大学

所 司 真 理 子 エ ル ドア ン iボアジチ大学
Shoshi Mar iko Erdogan

chikako.bucar@ guest書al-Res.Si
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日昌本総子SugimotoFusako ｢面責面東面要所 i fsugimo@kokken.go . jp l

杉山純子SugiyamaJunko 土日基金文化センタ- nanibah2002@yahoo.co.jp

砂川裕一SunakawaYuichi 群馬大学 sunakawa@si.gunma-U.ac,jp

砂川有里子SunakawaYurJlko 筑波大学 sunakawa@sakura.cc.tsukuba.ac,jp

セイハン､アイシエギユルSeyhan,Ayseg叫 アンカラ大学 aysegutseyhan劉10tma日.COM

チエリック､ギ ヨクセニンCelik,Goksenin 土日基金文化センタ- goksenin79帥otmaH.com

土屋順一TsuchiyaJunichi 東京外国語大学 tsuchiya@tufs.ac.jp

■土屋千尋TsuchiyaChihiro 愛知県立大学 chihirot庫for.凸ichi-pu.ac★jp

テクメン､アイシエヌルTekmen.AyseNur アンカラ大学

長瀬光枝NagaseMitsue トメルi

芳賀啓子 チャナツカレオンセキ ■kechoko帥otma日.com
HagaKeiko ズマル ト大学

袴田麻里HakamataMari 静岡大学 kmhakam@ipc.shizuoka.ac.jp

蓮沼昭子HasunumaAkiko 姫路濁協大学 hasunuma@himeji-du.ac.jp

蓮沼啓介HasunumaKeisuke 神戸大学 hasunuma@kobe-U.ac.jp

ボラ ト､シャ-ジエ イスタンブール日本人 saziye80@hotma日.com
Poiat,Saziye 学校

牧典子 チャナツ力レオンセキ

MakjNoriko ズマル ト大学

蒔苗亜美MakinaeAmi ボアジチ大学

俣野紅MatarloAkaFa アンカラ大学 akaramatanolll@hotnail.comI

森由紀MoriYuki 三重大学 yuki@cis.mie-U.ac.jp

矢沢理子 国際交流基金関西国際 Michiko_Yazawa@jpf.goJp
YazawaMichiko センタ-

山口和代YamaguchiKazuyo 南山大学 圧azuyoy@ps.nanzan-mac.jp

山下暁美YamashitaAkemi 明海大学 auroralinda@nifty.comi

和久井路子WakuiMichiko 中東工科大学

渡辺文生WatanabeFumio. 山形大学

- 王Ⅴ 爪


