
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

2005/2006年度 機関報告

1.機関概要

所在地 F呈iozofskafakuiteta.LIn豆veTZaVLjubljaniっA琶kereeVa2,,h'jOOFujubi画 aSLOVEN首A

電話 +386-(0)ト24日 308,+386-(0甚24日 446

アジア やアフリカ研究学科は､i995/96年度にリュブ再 7-サ 大学文学部内に設立され､当初か

らEj本研究と中国研究の 2講座が存在する｡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Oまた､ 2003年度から日本研究講座の選択科目として韓国語コースも開始され､更

なる 発展が期待される｡

2 .E1本研究スタッフ

教授 ベケ シュ : ア ン ド レ イ

大学 講師 重盛千杏子
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l年生 現代 E3本譜 号(講義 2､演習 5､と.L呈) 日本語表記 (2) 東 ア ジ ア史 互(2)

2年生 現代 H本語 日 (講義 2､演習 6､と.Lり 日本語表記 (1) 日本語文法概論 (7J
人文研究方法論 ‡(2)東アジア史 貫首(2)

3年生 現代 日本語 IH (講義 2､演習 2) 日本文学概論 (2) 翻訳技術入門 互(2)

古典入門 (2) 中国哲学 (2) 必須選択科目(2)xi

4年生 翻訳技術入門 !Ⅰ(2) 束アジア思想史 (2) 東アジア文化史 (2)

人文研究方法論 H (2) Ej本譜情報処理入門 (2) 必須選択科目(2)x2

選択科目 古典 (2)､書道入門 (2)､漢文 (2)､イスラム史入門 (2)､卒論ゼミ (2)､

日本史特講 (2ト 現代 日本文化特講 (2),.ヨ本譜文法特講 (2)t論文技術 (2)㌔

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 卜上)FFLjubljana2000

Sodobnijaponsk呈jezikト osnove (現代 E]本譜 !下)FFLjubljana20OI

Uvodvjaponskopisavo (日本語表記入門)FFLjub!jana2003

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Ej本譜‖』文化外国語専門学校編 1997

6.今年度の主な動き

★ 2006年 1月､在スロベニア日本大使館が開館｡同6月､大使館主催の日本映画祭が開催され

るなど､今後､文化行事の増加が期待される｡

藍屋交通 2005年10月24日～26日､アジア ･アフリカ研究学科開設 10周年記念の一環と

して､筑波大学より7名の先生方が当大学を訪問し､出張講義を行った0

2006年3月27E]～29日､アジア ｡アフリカ研究学科開設 10周年記念の一環と

して､群馬大学より7名の先生方が当大学を訪問し､集中講義を行った｡

2005年 11月から2006年3月まで､アンドレイ ･べケシュが名古屋大学で客員

研究員として集中講義と研究を､7月には神戸市外国語大学,一橋大学で講演を

行った｡

選良丘董義 客員として､黒古一夫先生 (文学)､高橋武智先生 (文化 ｡思想)､阿部卓也先生

(文学)に集中講義をお願いしたO

塞習

盟空

3月に日本女子大学から2人､7月には筑波大学日本語 ｡日本文化学類から4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O

筑波大学日本語 も日本文化学類との協定のもとに､2005年4月に1人､同9月に2

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､2005年10月より群馬からリュブリヤ-

ナヘ 1人､リュブリヤ-ナから群馬へ 工人､1年間留学生交換.

2005年10月から日本文部科学省奨学金の日本語日本文化研修留学生として筑波

大学と和歌山大学へ1人ずつ､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､筑波大学博士課程 (文学) 1人､

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

課程 (言語学) 1人､大阪大学修士課程 (音楽学) 1人｡

2005年11月に東北福祉大学から当学科へ2人､12声‖こ当学科から東北福祉大学

へ5人､1か月の短期留学｡

2006年1月に当学科から日本女子大学へ2人､2週間の短期日本語研修｡それに

先立ち､長崎､岡山で2週間のホ-ムステイを行った0

2005年9月に国際交流基金日本語教育優秀者研修に1人､2005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)｡

7.問題とこれからの課題

〉▽2007年秋から導入予定のヨーロッパ共通単位制度に向けてカリキュラムを改正中｡それと同時

に新しく開設される予定の修士課程では翻訳 弓重訳､社会学､日本語教育の3コースのカリキュラ

ムを考えている｡

▽高学年対象の文学､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O

▽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Q

▽大学の外で日本語を使う機会がほとんどないO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C

▽卒業生が増えているが､当学科で身につけたE]本譜を生かせる就職先が少ない｡
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日本語 モ ダ リ テ ィ

探究
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日本語研究叢書20

日本語条件文と

時制節憧
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i槻 子教授記念論文集

L二 二 一
葡軒 廟 中

世界の言語政策

第2集
多言語へのヒント

折朴 好評輯 中

外国人といっしょに

生きる社会が
やってきた
多言針多文酢多民族の時代へ

益間隆志 著

定価-3,990円 (本体3,800円+税)

ISBN978-4187424-378-7

長年､モダリティ研究に携わる著者が､

日本語モダリティ研究の豊穣な成果

を纏め上げたO必読の1冊D文の意

味的階層構造とモダリティ/判断のモ

タリティと事態の幸美性の捉え方

有田節子著

書定価-37990円(柵3,800円+税)E
TSBN97814-874241382--4

ヨ本語の完全時制節が必ず規定命Ji
題を表し､そのことから､規定性とニi
種類の不確定性の観点による条件

文分類と紬 語鰻 件形式相 応盲することを検証する

名嶋義直 著 i
響 .~∴::
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ノダ文を､関連性理論に代表されるを
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久野瞭/観野成-/
ス一一サン･ストラウス編 ･

定価-4御門(本体4,20｡剛税)F
互SBN978-4-87424-373-2

日米第-線で活躍する言語学者に

よる日本語分析の探究｡同-論文

を英語 V日本語で収録

山本忠 行 /河原 俊 昭 編

定価-2,940円(本体 2,800円 十税)

王SBN978-4-87424-380-0

在住外国人が200万人を超え､多

言語社会を迎えつつある日本の言語

政策はどうあるべきか?世界各国の

政策に答えを求めたシリーズ第2集O

河原俊昭/山本忠行 編
定価- 1,260円 (本体 1,200円+税)

王SBN97814-87424-369-5

多文化多言語社会に突き進む日本

で､外国人と共生していくにはどうす

ればいいのか?様々な問題を､子供

や高齢者も含めた目線で捉え､シナ

リオ形式で説明
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韓国語教育論講座

第1巻
総論 教育史 方言 音論
表記論語菜論辞書論
造語論
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シリーズ言語対照 1

音声文法の対照
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日本語教師の

｢凍｣再考
多文化共生への課題

率 岳

リテラシ-ズ3
ことばB文化･社会の
日本語教育へ

卜 肇 平

教える前に確認しよう
日本語文法の要点

野間秀樹 編
定価-4,935円 (本体4,700円+税)

iSBN978-4-87424-374-9

韓国語教育と韓国語学の初の総合

的な講座(全4巻)が登場C第-線

で活躍する執筆陣が総結集し､基

本的なことから最先端の研究までを

網羅した

車用正之/定延奉は 編
定価-3,150円 (本体3,000円1滴)
!SBN978-4-8742埠-383-1

日本語と諸言語との対照を｢音声文

法｣という新しし､視点(/L)対韓研究ぐ
迫る論文集O

Yos傭k摘聯mF / ViktordiaEsc鮎か
Sz如 ./如dr貞鮎 darczyk編

定借-3∫990 円 は 体 3御 門十秒
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200¢年8月フィンラこげのラl鴨ティ布で

行われた､ヨ-m､ソバE3本研究協会

の第9回国際会議での発表をもとに

編まれた英文の研究書

徳井厚子 著

定価- 用 80円 (本針 ,600円+税)

主SBN978-4-87424-375-6

日本語教師が知らず知らずに身につ

けてしまっている､先入観や価値観を

検証し､｢教えること､学ぶこと｣の

本質的な意味に迫る好著

リテラシーズ研究会 編

定価-i,890円 (本体 7,800円+税)

7SBN978-4-87424-377-0

日本事情教育の変革から,文化リテ

ラシーの研究へ そして,リテラシーズ

研究へ｡ことばとは､文化とは､社会

とは､何か? 日本語教育 ･言語教

育実践の意味を問う論考を掲載｡

富田英夫 著

定価- 1,890円 (本体1,800円+税)

iSBN978-4187424-371-8

長年アメリカで日本語教育 ･言語学

に携わった著者による､日本語文法

書O学習者o)視点から従来の文法

説明を見直し､発話の動機がよくわ
かるように解説｡

くろしお出版 〒 112-0002東京都文京区小石川3-16-5 電話03-5684-3389 faxO3-568414762


