
uユブリヤ-ナ大学文学部アジア やアフリカ研究学科日本研究講座

2003/2004年度 機関報告

1.機関概要 所在地 Filozofskafakulteta,LTniverzavLjubljani

A紘ereeva2,1000LjubljanaSLOVENIA

電話 +386-(0)1-24ト1308,+386-(0)ト241-1446

アジア ｡アフリカ研究学科は､1995/96年度にリュブリヤーナ大学文学部内に設立され､当初か ら

日本研究と中国研究の2講座が存在する｡数年前からアフリカ学も方法論の一部として開講されてい

る｡スロヴェニアでは､日本研究､中国研究の両分野とも､当学科設立以前はスロヴェニア東方学会

の枠内で活動があり､一般向け語学講座やシンポジウムなどを行っていたが､学科はそれらの活動を

吸収､発展させている｡

2.日本研究スタッフ

教授

大学講師

外国語講師

外国語講師

助手兼司書

助手

助手

助手

べケシュ 9アンドレイ

中島晶子

常木由布子

古賀美千留

重盛千香子

寒川クリスティーナ

柳 (リュウ)ヒョンスク

テインカ ･デラコルグ

3.学生数 (2003年10月現在)

Ej本研究講座

1年生

2年生

3年生

4年生

57名

19名

21名

21名

AndrejBeke差

AkikoNakaj'ima
YufukoTsuneki

MichiruKoga

ChikakoShigemoriBuear

KristinaHmeljakSangawa

RyuHyeonSook
TinkaDelakorda

一般括1け公開講座

初級 45名

中級 14名
計59名

5年生 (卒論準備中L a5名
計153名

4.日本研究カリキュラム (数字は週当たりのコマ数､1コマ45分)

1年生 現代日本語 Ⅰ(講義 2､演習 5､LLl､表記 2)

東アジア史 Ⅰ(2)

2年生 現代Ej本譜 Ⅰ王(講義 2､演習 6)

日本語文法概論 (2)

研究方法論 Ⅰ(2)

東アジア史 ⅠⅠ(2)
3年生 現代日本語 ⅠⅠⅠ(講義 2､演習2)

日本文学概論 (2)

翻訳入門 Ⅰ(2)

電子化文書処理入門 (2)

古典入門 (2)

中国哲学 (2)

4年生 翻訳入門 ⅠⅠ(2)
乗アジア思想史 (2)
東アジア文化史 (2)

研究方法論 ⅠⅠ(2)
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選択科目 古典 (2)､書道 (2),漢文 (2)､イスラム史入門 (2)､卒論ゼミ (2)､

E]本史特講 (2)_.日本社会特講 (2)_.日本語文法特講 (2)､論文技術 (2)_.

日本語教授法 (2),韓国語 Ⅰ(4)､韓国語 ⅠⅠ(2) など

5.日本語教育 (語学演習)教科書

1年生 SodobnijaponskijezikL prvikoraki(現代日本語 I上)FFLjubljana2000

SodobnijaponskHezik卜 osnove (現代日本語 Ⅰ下)FFLjubijana2001

2年生 『文化中級 日本語 Ⅰ』文化外国語専門学校編 1994

3年生 『文化中級 日本語 ⅠⅠ』文化外国語専門学校編 1997

6,今年度の主な動き

亜盈室の現時 2002年9月から別館に移 り､環境がいくらか改善されたが､スタッフの

てのスぺ-スはまだまだ 卜分ではない｡

人数に

逮_返 OSNOVE-Sodc)bnajaponskasiovnicazazaeetnrJStOPn_7.0ⅠⅠ.deト (初級日本語文

法ⅠⅠ)アンドレイ 00ベケシュ著 FFLjub始ria2C昭3

藍史選義 富 農 と して ､ 山 内 春 光 先 生 (哲 学)､高橋武智先生 (1文化 g歴史)､小山聡子先生

(歴 史 )に 集 中 講 義 を お 願 い し たO

塞翌 筑波大学日本語 亀日本文化学業如1ら3F7と7削 こそれぞれ 2人と3人､3馴 こはF3本

女子大学からi人の学生が当学科の学生17および学外からの学習希望者を対象にそれ

ぞれ2週間の日本語教育実習を行ったo

iiil二上 筑波大学E3本譜 由日本文化学類との協定のもとに､2003年4月に1人､2003年 9月

に3人､つくば市へ 1年間ずつ留学O

群馬大学社会情報学部との協定のもとに､2003年10月より群馬からリュブリヤ-チ

ヘ1人､リュプリャ-サ から群馬へ2人､1年間留学生交換｡

2003年10月から日本文部省奨学金の日本語日本文化研修留学生として弘前大学へ 1

人､島根大学へ 1人､それぞれ 1年間留学｡

現在､当学科卒業生でE3本へ留学しているのは､筑波大学修士課程 (文学) 上人､東

京大学修士課程 (政治学) 1人 東京外国語大学修士課程 (言語学) 1人｡

2003年11月に東北福祉大学から当学科へ 2人,12月に当学科から東北福祉大学へ5

人､1か月の短期留学｡

2003年11月に国際交流基金E]本譜履修大学生研修に1人参加 (3年生)O

7.闇頴>'Yかからの課頴

▽高学年対象の文学､文化,歴史､事情などの分野はひきつづき客員教授の集中講義に頼っているの

で､さらにスタッフの拡充に努力したい｡

▽学生数に対して､留学の可能性が限られており､私費で行く場合は日本の生活費や授業料が高いO

▽大学の外で日本語を使う機会がほとんどない｡少数の駐在員家族や留学生などとの交流に限られ

る｡

▽卒業生が増えているが､当学科で身につけた日本語を生かせる就職先が少ない｡
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●最新刊●

◎『知へのステ､ソプ』の姉妹本

プラクティカル ･プレゼンテーション
上村和美 ･内田充実 著
ISBN4-87424-320-7B5判 136頁 1,470円

◎『謎解きの英文法 冠詞と名詞』に続く第二弾

謎解きの英文法 文の意味
久野時 ･高見健一 著
ISBN4-87424-323-1四六判 予220頁 1,575円

◎日英語の統語構造を多角的な視点から明らかに
日英語対照研究シリ-ズ8

統語構造と文法関係
岸本秀樹 著
ISBN41874241316-9A5判 336頁 4,410円

◎シリーズ最新刊
日英語対照研究シリーズ9

生成語曇意味論
小野尚之 著
ISBN4-87424-324-X A5判 256頁 3,990円

◎日本語アスペクト研究の発展に資する好著
日本語研究叢書17

日本語学習者によるアスペクトの習得
許夏猟 書
】SBN4-87424-297-9A5判 200頁 3,990円

◎第一線で活躍する執筆陣による最新の研究成果

現代形態論の潮流
大石強 ･西原哲雄 ･豊島庸二 編
ISBN4-87424-317-7A5判 272頁 4,410円

◎日本語文法学会誌通巻8号

日本語文法5巻 1号
日本語文法学会 編
ISBN4-87424-321-5A5判 3,150円

◎ヨーロッパと日本の言語研究の交流成果

ParisLecturesinJapaneseLinguistics
Andr占Wlodarczyk編
‡SBN4-87424-3i8-5A5判 予250頁 3,990円

◎日本語教育関係者必携

日本語教育年鑑2004年版
国立国語研究所 編
ISBN4-87424-3i5-0A5判 608頁 5,040円

◎日本語教育の新たな発信源

リテラシーズ1
1SBN4-87424-322-3A5判 144頁 1,890円

http://kurosio.mine.nu/2lweb

◎シ リー ズ 言 語 対 照 <外から見る日本語>
日本語を諸外国語と対照することにより､日本語を相対化､
言語の一般的性質の解明に迫る新シリーズ｡
シリーズエディター:西光義弘･中川正之 ･益岡隆志

第3巻

類別詞の対照
西光義弘 ･水口志乃扶 編
ESBN4-87424-313-4A5判 228頁 3,i50円

第5巻

主題の対照
益岡隆志 編
LSBN4-874241314-2A5判 236頁 3,i50円

◎音声から文法まで朝鮮語の最新研究論文を収めた

朝鮮語研究2
朝鮮語研究会 編
LSBN4-87424-266-9A5判 336頁 3,675円

◎柴谷方良教授還暦記念論文集

日本語の分析と言語類型
影山太郎 ｡岸本秀樹 編
ISBN4-87424-306-lA5判 604頁 5,670円

◎言語政策をQaA方式でやさしく解説

多言語社会がやってきた
河原俊昭 ･山本忠行 編
LSBN4-87424-307-XA5判 264頁 2,200円

◎児童英語教育の実践記録を基にした理論と応用

児童英語教育の理論と応用
TeachingEnglishtoYoungLearners
八田玄二 著
!SBN4-87424-1309-6A5判 240頁 3,i50円

◎最新の談話資料によるディスコースの入門/研究書

談話言語学
日本語のディスコースを創造する
構成｡レトリック･ストラテジ-の研究

景子 ･K･メイナー ド著
ISBN4-87424-311-8A5判 336頁 3,570円

◎これからの学校文法のために

国語教師が知っておきたい日本語文法
山田敏弘 著
ISBN4-87424-310-XA5判 200頁 1.680円
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【予告】2005年冬刊行予定

LivlngJapanese1
『l

LivingJapanose1

MainDiaJo

ロ] TeswKLmeLntreorSuocfetSheheurns.ev:rts?.y"Jra:aannagabaJapaneseexchangestudentlataWelcomeロanyfor

キム こ ん ば ん は ｡

た+A:か: こん ば ん は ｡

キム : キムで す ｡ は じめ ま して｡

たなか あ,たなかで す D は じめ ま Lて ､ ど う ぞ よろ し (0

キムさんは - ね ん せ い です か ｡
いち

キム はい,そうです｡

f=なか , せんもんは +A:んですか ｡

キム : にほんけんきゅうと ほうりつ で す O

たなか ああ､そうですかO

キム : どうぞ よろしく｡

[=+A:か: こちらこそ,よろしく｡

Tanaka

Tanaka

Konban､va

A器 ,:a:k:aU;ea;:aJ:S≡LT:aeeseE;eesslitek･adoozoyorosh.A

Kmu Hal.SODdesu

;ELaukの SN?hnoToknenWkavunua7.dheSErSudesu !
Tanaka Aasondesuka

Tanaka Kochl｢akosoyoroshlku

アン . みなさん､はじめましてoわたしは アン･ブラウンですO

オーストラリアじん(･Austr曲 an)です｡

せんもんは きょういくがくです｡

どうぞ よろしく おねがいします｡

SemmonvvakyooFkugakudesLL

こんな教材､いままでなかった !
イラスト500点以上

楽しく学べる初級日本語教材
ご期待ください

くろしお出版 買 冒;li;owe;○器 装 束区小石川｡_16_5 2,.3_5684_3389 FAX03_5684_4762


