
リュブリヤ-ナ大学文学部アジア｡アフリカ研究学科日本研究講座

2004/2005年度 機関報告

機関概要

所在地 Fiiozofskafakuiteta,LJniverzavLjubljan主,A喜kereeva2,iOOOLjubljanaSLOVEN且A

電話 +386-(0)ト24日 308,+386-(0)1-241-1446

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

らE3本研究と中国研究の2講座が存在するo数年前からはアフリカ学も方法論の一部として開講

されている｡また､2年前から日本研究講座の選択科目として韓国語コ-スも開始され,更なる

手短47ミ貰百方毒づ㌢7そ ,^

2.日本研究スタッフ

教授 ベケシュ尽アンドレイ

大学講師 中島晶子

大学講師 量感千香子

助字 寒川クリステ十-チ

助手 守時なぎさ

助手 柳 川 ユウ)ヒョンスク

外琵妄語講師 密売由布 ア】'

外国語講師 古賀美子留
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二虚血吐息艶麗座

初級 15名

中級 【｣旦名m

計30名

5年生 (卒論準備中) 盟名

計204名

4℡日本研究か ｣キュラム (数字は週当たりのコマ数､ 1コマヰ5分)

1年生 現代Ej本譜 互(講義 2､演習 5､LL旦)

日本語表記 (2)

東アジア史互(2)

2年生 現代Ej本語 Yli(講義 2､演習 6)

日本語文法概論 (2)

人文研究方法論 Ⅰ(2)

東アジア史 互Ⅰ(2)

3年生 現代日本語 王!Ⅰ(講義 2､演習 2)

日本文学概論 (2)

翻訳技術入門 Ⅰ(2)

日本語情報処理入門 (2)

古典入門 (2)

中国哲学 (2)

必須選択科目(2)x1

4年生 翻訳技術入門ⅠⅠ(2)

東アジア思想史 (2)
東アジア文化史 (2)

人文研究方法論 I主(2)

必須選択科目(2)x2
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選択料冒 古典 (2ト 書道入門 (2)､漢文 (2ト イスラム史入門 (2)､卒論ゼミ (2ト

日本史特講 (2)､現代日本文化特講 (2)､E]本語文法特講 (2)､論文技術 (2)､

日本語教授法 (2)､現代文学講読(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 sodobnijaponskijezikトprvikoraki(現代日本語 Ⅰ上)FFLjubljana2000

Sodobnijaponskijezikトosnove (現代日本語 Ⅰ下)FFLjubljana2001

2年生 『文化中級Ej本譜 ‡』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

と之丞芝旦ム 3月30-31日に､学科設立10年目の記念行事の一つとして､東京大学の柴宣弘先生

とリュブリャ-ナ大学文学部比較文学科のボリス ｡ノヴァク先生をお迎えして､当

学科卒業生の院生を中心に､日本の現代社会における諸テーマ､そしてスロヴェニ

アにおける日本文学の翻訳の現状および意義についてのシンポジウムをツアンカ-

ル文化会館で行った｡

集中講義 客員として､清登典子先生 (文学)､高橋武智先生 (文化 ｡歴史)に集中講義をお

願いした｡

I_iiiBJ

盟一筆

交通

放究

筑波大学日本語 ｡E3本文化学類から3月と7月にそれぞれ2人と3人､3月にはEj

本女子大学から1人の学生が当学科の学生､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｡

筑波大学日本語 ｡日本文化学類との協定のもとに､2004年4月に2人,2004年9月

に3人､筑波へ 1年間ずつ留学｡

群馬大学社会情報学部との協定のもとに､2004年10月より群馬からリュブリヤ-チ

へ1人､リュブリヤーナから群馬へ2人､1年間留学生交換｡

2004年10日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群馬大学へ 1

人､1年間留学｡

現在､当学科卒業生で日本へ留学しているのは､筑波大学修士課程 (文学) 1人､

(社会学) 1人､東京大学修士課程 (政治学) 1人､東京外国語大学博士課程 (言

語学) 1人､琉球大学修士課程 (文学研究生) 1人｡

2004年11月に東北福祉大学から当学科へ3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｡

2004年9月に国際交流基金日本語教育優秀者研修に1人､2004年11月に国際交流基

金日本語履修大学生研修に1人参加 (3年生)0

今年度,新たに日本女子大学との交流協定も締結され､日本語教育実習､日本への

短期留学などがさらに活発におこなわれることが期待される｡

7月上旬,アンドレイ ｡ベケシュが筑波大学E]｡日学類で集中講義を行ったO

クリスティ-ナ 卓フメリヤク寒川が3月から7月まで国際交流基金の日本語教育フェ

ロ-シップを受け国際交流基金浦和日本語国際センタ-にて日本語4スロヴェニア語

辞典の編集を行った｡

6長日3日～7月末まで､アンドレイ pベケシュがJSPS (学振)フェローとして筑波

大学で砂川有里子氏と共同でE]本言吾会話デ-タベース作成にあたった｡

7.問題とこれからの課題

▽高学年対象の文学1,文化､歴史､哲学 ｡思想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が望まれる｡

▽学生数に対して､留学の可能性が限られており､私費留学の場合は､日本の生活費や授業料の工面

が問題である｡

▽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､実習生などとの交流に

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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出版の日本語教材

鮎葡萄厳密喝菌が遠藤還変貌魔済沿鰯
卿『

Lj軍港な日常会話を
間もtiで覚麦で
議定若轟墓こI15
『閲も亀背覚見る話♭芳 田凍語豊中韓』の

みゐなが帝慧晋尭 『初中級編層』が
1/:i:!q:･1.!填態 Hl.I:曽曽照で
圭7,,Tきま?4'/I,-g･二･ご:エ:;I;;I:-::-
主審のダイトル苫

巧容貝奉:PLl.i-I.と貰芦E),7--班(MP3)がダウIJにトト■こ.=きます､
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(:I-:i: ;､=.･Z一 二-:_: ", I. .工 ∴ J:, ~､..tr:ふ;
ポイウマ:j'結了 鴬谷幸美･･小室Lト-郁子書 で890円(税込)

川冊

初級総合日本語学習テキスト

リビング･ジャパニーズ
Bookl栓 3巻予定)

●実際の場面に即し､ヨミュニカテイブで
自然なE3本譜運用能元を体系的に学べる 室

●文型ごとに豊富なイラス ト(約500点)0
●｢会話｣｢聞き取り｣部分を収録したCD付｡

コーベニ淳子ほか著 予価2800-3000円 こうご期待下さい

盃 <る♭お出版
http://www.9840.ip/

〒u270002東京都文京区小石川316-5 怨03-5684-3389 FAX03-56844762



犠 語ネイティブになろう軍書
草薙裕 著 っ一,〟

ESBN4-87424-343-6B6判 2色 l,260円

｢2時に御社に参ります｣はどこが変?敬語の
しくみを知って練習することで､ホンモノの
使い方を身に付ける !便利な透明シ-卜付.

犠 な英語 アメuh人の上等句

久野楊子 ･久野えりか 著
lSBN4-87424-342-846判 l,470円

Whatgives?(どうしたの)/Beatsme.(わから

ない)-アメリカ人の常套句卓上等句｡冗トー
クを集めたフレ-ズ集O

妄[のワ--･=_jl二三･-?
竹田茂生 ･藤木清 編
ISBN4-87424-34トXB5判 l5575円

様々な思考法の学習を通してものの見方¢考え
方を実践的に学び､問題解決能力を身につける
新時代のテキスト｡r知へのステップ｣姉妹版.

コミュニケ-シヨンのための
日本語教育文法
野田尚史 編
ISBN4-87424-33∠牛7A5判2,520円

文法が変わらなければ日本語教育は変わらない !
｢学習者にとって本当に必要な文法とは何か｣を
論じた意欲作｡たちまち重版｡

梅 本語教育の現場で使える

談話表現ハンドブック
泉子 ･K･メイナード著
lSBN4187424-335-5A5判 3,i50FI]

日本語表現の最先端を､談話分析の権威が鋭く
分析｡先行研究の紹介や､個々の表現に関する
研究の指針提示も｡日本語研究のテ-マの宝庫 ぎ

鞄 とばと心理
言語の認知メカニズムを探る

石川圭一 著
LSBN4-87424-333-9A5判 2,i00円

ことばはどのように獲得6生成¢理解｡僚周される
のか｡その認知的◎心理的メカニズムを解明しよう
とする試みを紹介し､課題について考察するlh,

犠 会言語学の展望
真田信治 編
JSBN4-87424-345-2A5判 2,310円

社会言語学とはどういう学問なのか｡これまで
どのような問題に取り組み､どのような成果を
上げてきたのか｡社会言語学入門の決定版｡

野蛮語行動における配慮の諸相
国立国語研究所 編
!SBN4-87424-338-×A5判 2,525円

｢ことばは社会を文脈としてどのように変化
するのか｣を発音｡語形･統語･語桑･性差などの
視点から､これまでの研究成果を解説｡紹介｡

犠 =言語理解の認知メカニズム
英語の書きことばの処理と音韻の役割

門田修平 編
4-87424-3401 A5判 3,570円

第二言語の語童処理やリーディングと音声言語
理解のプロセスとの関係を学際的に理論づけ
実証的に検討する｡

鞄 とばは生きている
選択体系機能言語学序説

龍城正明 編
A5判 予価2,625円

海 法と談話の接点
日本語の談話における主題展開機能

砂川有里子 著
ISBN4-87424-327-4A5判 3,990円

談話の主題展開機能という観点を用いて､文法概
念の再検討を試みながら､コミュニケーションの
成立場面での言語運用の実態に迫る｡

犠 e.nticからEpbtemicへの
普遍性と相対性
モダリティの日英語対照研究

黒滝真理子 著
LSBN4-87424-331-2A5判 3,675円

epistemicmodalityとその周辺にみられる
言語現象との関連性について､日英語の事例から
問題を整理しつつ､言語事象の本質を解明する｡
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