シンポジウムについて
一般情報
国際シンポジウム「新世代の日本語学習」
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。
開催日時:

2018 年９月 6 日

主催: ユライ・ドブリラ大学プーラ人文学部
住所: Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula 52100, Croatia (Google map link)

トピック
・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

・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

シンポジウム組織委員会
委員長:


准教授 イレーナ・スルダノヴィッチ
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

副委員長:


講師 松野直行
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

委員:


学園長 アルフィオ・バルビエリ, ユライ・ドブリラ大学プーラの学園長



教授クララ・ブルシチ・マティヤシチ, ユライ・ドブリラ大学プーラ 人文学
部の学部長



助教 サラ・リブレニャク, 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



助教カメリア・カウズラリチ, 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



井田ともこ, 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 / 筑波大学



松岡もえみ, 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/ 福岡女子大学



中島さくら, 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 / 筑波大学



ステファニー・スィリ



エレナ・カナジル



メラニー・ケチュケシュ

シンポジウム会場
シンポジウムはユライ・ドブリラ大学プーラ人文学部で開催される。建物は 20 世紀
初期のアール・ヌーヴォーの建築スタイルの壮大の例である。

概要集
シンポジウムのすべての講演者の概要集はシンポジウムが行われる前にオンライン
で出版される。
参加者は『Tabula』と いう査読付きの学術ジャーナルに論文を投稿することができ
る。

基調講演
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」
才田いずみ（東北大学教授）

「雑談を用いた日本語学習」
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」

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）、黒沢晶子 （山形大学）、根元佐和子（パリ南日
本語補習校） 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。

発表募集
主なスケジュール
概要申し込み: 2018 年 7 月 20 日
発表者確定・連絡: 2018 年８月１日
シンポジューム: 2018 年 9 月 6 日
論文締め切り(希望者): 2019 年 1 月 6 日
論文採択通知: 2019 年 3 月 6 日

シンポジウムの申込・参加費用
申込
参加する方は、2018 年 8 月 20 日までに支払いの領収書を次のメールアドレスにお
送りください →japanskipula@gmail.com

参加費用
参加者: €50
学生: €10
連絡会議に出席する方に３０％割引: €35
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。

支払方法
下記の口座に直接銀行振込で払う:
EUR 及び HRK (クロアチアのクナ)で払う:
銀行: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, Trg Bana
Josipa Jelačića 10
SWIFT CODE: ZABAHR2X
IBAN: HR0923600001500111222
参照番号: A030026-31
下記の情報も含める必要だ:


参加者の名前




銀行口座の保有者 (Juraj Dobrila University of Pula FFPU)
支払い使途- Conference fee JAPSymp2018



支払い日付

シンポジューム発表スケジュール
詳細情報は後で通知する。

交通及び宿泊
交通
〇欧州からの場合、最寄り空港はプーラ空港となります。
プーラ空港のサイトで欧州内のフライトご確認いただけます。
http://airport-pula.hr/en/flight-info/destination-map/
各社運行期間（観光シーズン）・曜日等限られておりますのでご注意ください。
他に、クロアチア内も高速道路はよく整備されており、バス・お車も便利です。
空港-市内間 シャトルバスがございます。タクシーでも 8 ㎞/15 分程度です。

〇日本からの場合、直行便はないので、どこかでお乗り継ぎ頂くことになります。
プーラ空港以外の最寄り空港所在地は、ザグレブ/クロアチア 273 ㎞、リュブリャーナ/スロ
ベニア 200 ㎞、ベニス/イタリア 281 ㎞となります（距離は陸路）。
どの都市からもプーラまでのバスがございますが（ザグレブ以外は本数限られます）、
https://getbybus.com/en/

そのほかの手段として（本数、曜日等限られます）
ザグレブの場合、空路（2 時間弱）。
http://www.croatiaairlines.com/?langId=en
リュブリャーナの場合、鉄道（5 時間程度）。
http://www.slo-zeleznice.si/en/passenger-transport/travelling-abroad/croatia/pula
ベニスの場合、高速船（3 時間強）がございます。
https://venezialines.com/

宿泊
Hotel Scaletta
#10 of 31 Hotels in Pula

Flavijevska Ulica 26, Pula 52100, Croatia

Amfiteatar Hotel
#8 of 31 Hotels in Pula
Amfiteatarska Ulica 6, Pula 52100, Croatia
Hotel Galija
#12 of 31 Hotels in Pula
Epulonova Ulica 3, Pula 52100, Croatia

Pula City Center Acommodation
#5 of 21 B&Bs / Inns in Pula
Vrtlarska ulica 1, Pula 52100, Croatia

Boutique Hostel Joyce
#11 of 160 Specialty Lodging in Pula
Trg Portarata 2, Pula 52100, Croatia

Park Plaza Histria Pula
#3 of 31 Hotels in Pula
Ulica Verudella 17, Pula 52100, Croatia
Hotel Pula
#27 of 31 Hotels in Pula
Ulica Sisplac 31, Pula 52100, Croatia

連絡先
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

