
第 柑 回日本語教育連絡会議日程

8月3日 (水)

08二30-09:OO 会場受付

09こ00-09.20 開会の吉事ウ連絡事項

09二20-09.50 講演 エゲル市長 :文化都市三ゲル

む9:58-柑 :28 講演 林謂郎先生 ;発寒語輩 『心欝文法』を求 め て く青 山文啓代読,3

■甘2Cirl-川 二 4 ( ) 休憩

鯨 複軸-抹 領O 杉 出純草 :誓- プ g封寅鷲から生まれた転乗語 講 座 欝 ヤ --3･サ ル 摘 -雪 お通緩 ii

問題点

12二10-14100 昼食

14:OO-Hi'30 若井誠二 .学習者自律を支える (学校1教師の どリL】--ブ

14:30-15■00 ベケシュ ･アン ドL/イ こ談話における聞き手と話 し手のインタ-アクション

15二00115:30 砂川有里子 :分裂文の構造と機能からみた文法と談話の関わ り

15:30-15:45 休憩

15:45-16:i5 重盛干香子 :日本語の使役形態素と自他の対応 1-書き言葉の分析から文法

指導へ-

16:15-16:45 坂谷内勝 :太平洋日本語教育機関の学習コンテンツ調査について

18.00- 懇親会
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8月4日 (金)

09:00-09:30 黒羽友子 :先輩後輩関係に見られる言葉の使い分けに関 して

09:30-10:00 マダ ドナ-めぐみ :インタ-ネッ トを活用 した発表活動の報告

10:00-10:30 守時なぎさ :海外における ｢日本事情｣教育とその効果 - ｢わか りやすい

発表｣のための授業からの提言-

10■30-10二45 休憩

大学を例に -

1l:15-ll'.45 鈴木伸- :日本語を母語とする学生における ｢誤用｣の問題

ll:45-12:15 隈本順子 :中級学習者のための談話能力向上を目指 した会話教育の試み

12:15-14二00昼食

14:00-14:30 田丸淑子 :日本語教育プログラム評価

14:30-15.100 袴田麻里 :仮名文字の規則性に注目した仮名教材作成の試み

古賀美千留 :プロジェク トワークにおける学習者の達成感 (レジュメ発表)

15:00- 全体会議 ･閉会
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匪頭

2005年 8月4日付

へヴェシュ県新聞 :ヘヴェシュGメジェイ 8ヒ-ルラヴ

日本語教育学について日本語教師か会議

エゲル市役所大会議室において昨日と本日の午前中､ヨーロッパの日本語教師を中心とし

た会議が行われている｡この会議の目的は日本語教育学について意見交換したり､効果的な

教授 ･授業のあり方について議論したりすることにある｡

昨日の朝は､エゲル市長代理のサー.ントーシ･ラップェル氏が会議参加者に向け挨拶を行

い､映像資料を交えながら県庁所在地エゲル市についての紹介を行った｡

参加者の代表である土屋氏によると､この会議は､旧社会主義国で日本語教育に携わって

いた教員を中心に1988年に第1回目が開かれ､その後､毎年ヨーロッパ各国で開催されて

きたが､今年はその開催場所としてハンガリーのエゲル市が選ばれたということだ｡

また土屋氏は､ここ最近大人だけではなく子どもの間でも日本語を学ぼうという人が増え

てきたことはとても喜ばしいことであると述べたが､この傾向はハンガリ-にも見られる｡

また､エゲルについての印象を尋ねたところ､すでにエダリbピカヴェール (-｢雄牛の

血｣-ワイン)の滋養効果を体験したとの回答をいただいた｡日本の高等教育で現在進めら

れている大規模な改革準備やその実施に奮闘されている先生方のリフレッシュにエゲルがお

役に立っている点､私達にとって大変喜ばしいことである｡
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第18回日本語教育連絡会議参廟書名簿
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sunakawa@sakuraBCC.tSllkub 乱 弧 jp

書田丸淑子TAMARUYoshiko 国際大学a tamaru@iuj.acjp

庄 屋順-TSUCHⅠYAJunichi E東京外国語大学 tsuchiya@tufs.acjp

常木由布子
TSUNEKIYufuko

リュブリヤーナ大学 yfk@mail･goo,nejp

kmhakam@ipcIShizuoka.acJp



lヒダシ .ユデイツ 卜HidasiJudit [神田外語大学 Ehidasi@kanda.kuis.acjp l

一二三朋子HIFUMITomoko 筑波大学 tomoko@lingua.tsukuba.acjp

ベケシユ .アン ドレイAndrejBEKES リユブリヤ-ナ大学 andrej.bekes@guest.ames,si

ホルバー ト.ク リスティナ エ トボシユ .ローラン ド horvath凸krisztina2@cheuo.huIHORVATHKrisztina 大学

マダ ドナーめ ぐみMegumiMADERDONNER ウィーン大学 megumi,maderdonner@univie.ac.at

守時 なぎさMOR_TTOK互Nag主sa リユブリヤーナ大学匡 nagisa.moritoki@guest.ames.si】

モルナ-ル ,バ- ル ブダペス ト工科大学情報 mo呈narpa盲@freema鉦hu

MOLNAR_P畠旦若井誠二 社会研究所
力一 口 リ モガ-シユパ-ル szeidzsi@yahoo.cojp

WAKAISe呈ji 大学

若井ベルナデツテWAKA互Bernadett OCSIBA 葛nattoofurikake@yahoo.cojp
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