
 

(日本語版は後半) 

Juraj Dobrila University of Pula Faculty of Humanities 

Department of Asian Studies Japanese Language and Culture 

 

Call for Papers 2018 

for International Symposium 

Japanese Language Learning for New Generations 

6th September 2018. 

 

We are happy to announce the International Symposium on the topic “Japanese Language 

Learning for New Generations” that will be held at the Juraj Dobrila University of Pula 

Faculty of Humanities on 6th September 2018. 

 

IMPORTANT DATES  

Abstract deadline: 10. July 2018. (Extended to 20. July 2018.) 

Notification of acceptance: 1. August 2018. 

Conference: 6. September 2018. 

Paper submission deadline (optional): 6. January 2019. 

Notification of acceptance: 6. March 2019. 

 

As Japanese language learning is changing rapidly with the development of new 

technologies and changing interests of new generations, this symposium aims to collect the 

opinions and experiences about the new needs and challenges to be faced. Experts in various 

fields related to Japanese studies, including Japanese linguistics, language education, society, 

history, literature, and other related fields are invited to participate. Complementing the main 

track, the symposium will also provide a session with an opportunity for young researchers and 

students to express their opinions on the topic. We hope to clarify future directions for Japanese 

studies taking into account what kinds of profiles are required in today’s society, how recent 

advances in technology and social networks could be reflected in education, what students’ 

motivation, interests and preferences are and how these can be incorporated in a study 

curriculum.  

The symposium welcomes three invited speakers: 

 

Prof. Kikuko NISHINA (Prof. Emerita of Tokyo Institute of Technology)  

Reflections on Teaching Technical Japanese 

Prof. Izumi SAITA (Tohoku University) 

Japanese language learning through casual conversation 

Prof. Sekiko SATO (Tohoku University) 

Guiding methods for academic writing 



 

The symposium is accompanied by the workshop Corpora and Japanese language 

education by our special guests, prof. Yuriko SUNAKAWA (Prof. Emerita of University of 

Tsukuba), prof. Sawako NEMOTO (Paris-South French-Japanese Association), and prof. 

Akiko Kurosawa (Yamagata University). The workshop is organized in Japanese – please refer 

to the Japanese version of the call for details on the workshop and necessary preparation steps. 

 

We kindly invite you to submit your speech proposals by 20th July 2018. 

Please submit it to the e-mail address japanskipula@gmail.com, including the subject 

[SympPula2018]. 

Abstract length: 150 words (English) or 500 characters (Japanese) 

Accepted abstracts will be published online on the Juraj Dobrila University of Pula’s 

website. Participants will also have the opportunity to publish their full paper in the academic 

refereed journal Tabula. 

 

Authors may submit abstracts on the following topics: 

 Computer assisted language learning systems 

 Japanese learning using literature and play 

 Japanese language in tourism 

 Mentoring and writing graduation thesis 

 Learning with multimedia 

 Learning specialized Japanese 

 Technology and Japanese language learning 

 Japanese society and Japanese pop-culture 

 Japanese language interpreting and translating 

 Japanese studies course and materials 

 Japan and other East Asian cultures 

 Other themes related to Japanese language learning and Japanese studies 

Symposium registration fee: 50 euros (includes all sessions, workshop, symposium materials, 

coffee breaks, lunch). The journal will be sent later to those who publish a full-length paper. 

Special price for students: 10 euros. 

We are very much looking forward to your submissions! In case of any inquiries, please contact 

the conference organizers Irena Srdanović and Naoyuki Matsuno at japanskipula@gmail.com. 

 

Japanese Language and Culture 

Department of Asian Studies 

Faculty of Humanities 
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ユライ・ドブリラ大学プーラ 人文学部 アジア研究科 日本語・文化学科 

発表募集 2018 

国際シンポジウム「新世代の日本語学習」 

開催日時：2018年 9月 6日（木）  

主催：プーラ大学人文学部「新世代の日本語学習」シンポジウム実行委員会 

住所: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Croatia 

 

 

開催趣旨 

新技術の登場や新世代の関心事の変化に伴い、日本語学習を取り巻く環境が急速に

変化する中で、今回のシンポジウムでは、教育現場が直面している新たなニーズ、課題、

取り組みについての意見や経験を集約することを目指している。日本学に関する、語学、

語学教育、社会、文学や関連の幅広い分野の専門家の参加を期待し、また若い研究者や

学生からの意見を広く取り入れるためのセッションも設置する。今日の社会がどのようなス

キルを求め、技術の進化やソーシャルネットワークを日本語学習にどのように取り込むの

か、学習者のモチベーション、関心や希望を理解した上で、どのようにカリキュラムに反映さ

せるのか等の課題を中心に日本学の方向性を見出したいと考えている。 

 

募集要項 

発表希望者は、2018 年 7 月 20 日までに概要を事務局までお送りください。送信先は

japanskipula@gmail.com 宛に、件名は [SympPula2018]でお願いします。概要は英語の

場合 150語、日本語の場合 500字以内でお願いいたします。 

〇主なスケジュール 

概要申し込み        2018年 7月 10日 (2018年 7月 20日延長) 

発表者確定・連絡     2018年 8月 1日 

シンポジウム         2018年 9月 6日 

※論文〆切(希望者)    2019年 1月 6日  論文採択通知 2019年 3月 6日 

受理された概要はプーラ大学のウェブページに公開されます。また、希望者は『Tabula』と

いう査読付きの学術ジャーナルに投稿することができます。 

 

〇応募分野は下記の通りとなります。 

・ITによる語学学習支援システム 

・文学や演劇を通した日本語学習 

・観光を通した日本語学習 

・論文執筆指導 

・マルチメディアを通した学習 

・専門日本語学習 

・技術と日本語教育 

・日本社会とポップカルチャー 
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・日本語翻訳・通訳 

・日本語学習コースと教材 

・日本と他の東アジア文化 

・その他の日本語教育・日本学に関する関連研究 

シンポジウムの参加費用は 50 ユーロ（全セッション参加費、ワークショップ、資料、コーヒー

ブレイク、昼食を含みます）。掲載された論文の投稿者へジャーナルを送付します。 

学生の参加費用は 10ユーロです。 

ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。 

事務局：イレーナ・スルダノヴィッチ/ 松野直行  japanskipula@gmail.com 

 

シンポジウムプログラム 

〇基調講演 

1． 仁科喜久子（東京工業大学名誉教授） 

「科学技術日本語教授法のこれまでとこれから」 

2． 才田いずみ（東北大学教授）        

「雑談を用いた日本語学習」 

3.  佐藤勢喜子（東北大学教授） 

   「アカデミック・ライティングの指導法」 

 

〇口頭発表、ポスター 

 

〇コーパスワークショップ 「日本語教育に役立つコーパスの使い方」  

砂川有里子（筑波大学名誉教授）、根元佐和子（パリ南日本語補習校）、黒沢晶子

（山形大学） 

概要 

最近では日本語の母語話者コーパスや学習者コーパスが数多く公開され、手軽に

使える検索システムも開発されています。しかし、中にはコーパスを使うのは敷居が高いと

感じる方もいることでしょう。そこでこのワークショップでは、国立国語研究所が開発したコ

ーパス検索システム「NINJAL-LWP 」と「中納言」の使い方を指導します。 

※コーパスは「現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）」と「多言語母語の日本語学習者横断コー

パス（I-JAS)」を使う予定です。参加者はなるべくパソコンをご持参ください。また、事前にBCCWJ通常版

と I-JAS の ユ ー ザ ー 登 録 を し て お い て く だ さ い 。 ユ ー ザ ー 登 録 の 方 法 は 、

<https://chunagon.ninjal.ac.jp/useraccount/register> をごらんください。申請から承認までに1週間程度か

かりますので、早めにお願いいたします。 

 

ユライ・ドブリラ大学プーラ 人文学部  

 アジア学研究科 日本語・文化学科 

研究科長 准教授 イレーナ・スルダノヴィッチ 

講師 松野直行 
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