
2005年度大会記録

今年度は第 6回 大会 (上智大学)、 第 7回大会 (京 都大学)を 行いました。地方での

開催ははじめてのことでしたが、会員以外の参加者も多く、有意義な研究大会となり

ました。両大会にご尽力いただいた会場校担当の先生方に改めて御礼申し上げます。

そして、何よりも会員皆様の強い言語政策への関心があってこそ、大会が成功するも

のだと考えております。今後とも、会員皆様の研究成果のご発表を心よりお待ちして

おります。 (山 川和彦 )

第 6回 大会

大会テーマ :グ ローバ リゼーションと言語政策 (そ の 5)

日時 :2005年 6月 26日 (日 )10:00-17:15

会場 :上智 大学 四谷 キ ャンパス

10:00-10:15 開会式  司会 木村護郎 (上 智大学 )

開会の辞  水谷 修  (会 長・ 名古屋外国語大学 )

開催校挨拶 吉田 研作 (上 智大学外国語学部長)

10:15-12:15 研究発表 。事例研究

【H号館 203教 室】  司会 飯野 公一 (早稲田大学 )

(1)事例研究 南チロルにおける言語集団帰属申告制度の変更について

山川和彦 (麗澤大学 )

(2)事例研究 返還後の香港における普通語教育の位置付け

(3)事例研究 パ ラオの多言語状況 について

原 隆幸 (明海大学大学院生)

岡山陽子 (茨城大学 )

古石篤子 (慶応義塾大学 )

佐々木倫子 (桜美林大学 )

(4)研究発表 ろう児の教育 と言語政策の課題

【H号館 209教 室】  司会 野村敏夫 (桜 美林大学)

(1)研究発表  グローバル社会における外国語教育のあり方



(2)研究発表

(3)研究発表

12:15-13:15 休憩・役員会

13:15-13145 総会

13:45-15:45 シンポジウム

「外来語問題と言語‐政策」

司会

石田秀雄 (1-腕

日本の人日問題と言語政策 一日本語教育の視点か ら一

木村哲也 (杏林大学 )

日本語書記とルビの問題 ―井上哲次郎か ら現代まで―

仲矢信介 (長崎外国語大学)

江川 清

パネリスト   朝 日祥之

田申牧郎

コメンテータ∵ 柴田 実

(広島国際大学)

(国立国語研究所)、 相澤正夫 (国 立国語研究所)

(国立国語研究所)、 吉岡泰夫 (国 立国語研究所 )

岨 放遮対回 、水谷 修 (名古屋外‐国語‐大学)

16100-17:00 講演

「申国の言語政策と日本語教育の動向」

講演者 徐 ―平 (北京日本学研究センター)

17:00-17:15 開会式

閉会の辞  田中 慎也 (桜美林大学 )

17:30- 19:00

懇親会

大会テーマ :「グローバリゼーショ

日時 :2005年 11月 19日 (土 )10:

会場 :京都大学 時計台記念館

第 7回大会

ンと言語問題 (そ の 1)」

00-17:15

10:00-lo:15開 会式  司会 橋内 武 (桃山学院大学)

開会の辞   田中慎也 (会1長代行 。桜美林大学)



開催校挨拶  冨田博之 (京都大学大学院人間・環境学研究科長 )

10:15-11:45研 究発表

【時計台記念館会議室Ⅲ】 司会 仲矢信介 (長 崎外国語大学 )

(1)事例研究  台湾の挫折した文字改革をめぐる国民党の方針転換

田中研 也 (銘 博大学非常勤講師・

大阪大学大学院生)

(2)事例研究  韓国の移住外国人に対する韓国語施策および支援事情

松岡洋子 (岩手大学 )

(3)事例研究  ドイモイ期ベ トナムにおける「国家語」制定をめぐる葛藤

―少数民族言語教育の変遷を踏まえて一

村上 呂里 (琉球大学 )

那須 泉 (琉球大学非常勤講師)

【時計台記念館会議室Ⅳ】 司会 杉谷真佐子 (関 西大学 )

(1)研究発表  ノンネイティブ日本語教師のビリーフ ー言語観の違いを中心に一

久保田美子 (国 際交流基金 日本語国

際センター・ 明獣 響 院生)

(2)研究発表  ろう者と聴者の共生を目指す言語政策―教科書の手話記述から一

細谷美代子 (筑 波技術大学 )

(3)事例研究  欧州連合における ドイツ語圏の言語政策―多様性と統一性の期 で一

高橋 秀彰 (関 西大学 )

11:45-12:45ポ スターセッション

フィリピンの言語政策研究の課題        松永 稔也 (帝塚山大学非者鋤靡師)

11:45-13:00休 憩

13:00-13:20総 会

13:20-14:00小 講演

「法廷通訳の現状」   講演者 長尾ひろみ (神 戸女学院大学 )

司会  橋内 武  (桃 山学院大学 )

14:00-15:00講 演

「英語を学ぶと、どんなバカになるか」

講演者 薬師院仁志 (帝 塚山学院大学 )



司会  松川 利広 (奈良教育大学)

15:00-15:15休憩

15:15-17105シ ンポジウム

「ヨーロッパの多言語教育
―
の動向」

司会・パネリスト   大谷 泰照 (大阪大学名誉教授)

杉谷真佐子 (関西大‐学)、 茜山 散行

林 J桂子 (広島女学院大学)

17:05-17:15閉 会式

閉会の辞  西山 教行 (京都大学)

17:30- 19:00

懇親会   司会 R.フ アウザー (京都大学)

パネリスト (京都大学 )、

iv


