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2017年度第 7回支部集会【関東支部】  
2017年 10月 28日（土）9：50-13：20（受付開始：9：20） 

山梨大学甲府キャンパス工業会館 3階アクティブラーニング室 

主催：公益社団法人日本語教育学会 

協賛：山梨交通㈱，山交タウンコーチ㈱ 

協力：「日本語での対話力を考える」実行委員会 

会場：〒400-8510 甲府市武田4-4-37 山梨大学甲府キャンパス工業会館3階アクティブラーニング室 

交通アクセス：http://www.yamanashi.ac.jp/access-map  ※キャンパスマップは 5ページ参照。 

参加費：無料  

※ご参加予定の方は，なるべく学会ウェブサイトのマイページから10月26日までに事前予約をお願い

いたします。 当日の手続きが簡素化されます。「新規ユーザ登録」をしても本学会への「入会」とな

るわけではありません。  

※ご来場の際は，公共交通機関をご利用ください。交通機関・時刻表は 6ページ以降をご覧ください。 

※昼食を買える場所が学内や近くにございませんので，各自駅などでご購入のうえ，ご持参ください。 

※支部集会終了後，同会場で 13時 30分より「日本語での対話力を考える」実行委員会による講演＆

ワークショップ「日本語での対話力とその伸ばし方－地域と教室における実践」が開催されます。 

午後の講演＆ワークショップの詳細はこちら。支部集会とあわせて，ぜひご参加ください。 

 

◆支部集会日程◆ 

9：20 受付開始／よろず相談の「お悩みメモ」記入・提出 

9：50-10：00 開会式 

10：00-12：20 交流ひろば／よろず相談 

10：00-11：30（90分） 

交流ひろば＜前半＞ 

             10：50-12：20（90分） 

交流ひろば＜後半＞ 

   10：20-10：50（30分）          11：30-12：00（30分） 

  よろず相談＜前半＞          よろず相談＜後半＞ 

12：20-13：20 昼食交流会－食べながらもうちょっと話そう－ 

開会式 【9：50-10：00】 

交流ひろば 【10：00-12：20】 

  ※「交流ひろば」は，日本語教育とその関連領域の話題についての参加者相互の情報共有および同じ興味や

問題意識を持つ者同士のネットワーク作りを目的としています。審査を経た学会発表ではありません。 

http://www.yamanashi.ac.jp/access-map
http://www.nkg.or.jp/
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/09/K_yamanashi.pdf
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＜前半＞ 【10：00-11：30】 

① 日本語学習者による日本研究クラスの実践―日本人に対する日本語使用調査から見えてき

たもの 

岡部真理子（都留文科大学） 

短期留学生が抱いた日本語の疑問を調査を通して学んでもらおうという，日本語の社会言語学的な側面を扱っ

た日本研究のクラスでの成果を紹介します。調査の結果や発表スライド，最終レポートなどから，留学生が日本

語使用のどのような部分に興味を抱き，調査を通してどのような結論を導き出したか，個性豊かな調査結果を

ぜひご覧いただきたいと思います。 

② 非漢字圏学習者の漢字学習と使用に対する意識の変化 

鎌田智瑛 (文化外国語専門学校） 

非漢字圏の学習者が，本校で行っている漢字の授業や漢字学習に対して，どのような意識を持っているか，初

級から上級にかけて漢字に対する意識が変化したかなど調査した研究です。本調査の結果について議論を交

わすことで，さまざまな意見や見方を得，今後の漢字教育のあり方を一緒に考えていきたいと思っています。 

③ 会話授業にロールプレイを取り入れる－〈準備〉から〈実施⇔振り返り〉まで― 

西部由佳 (早稲田大学)，萩原孝恵（山梨県立大学） 

私たちは会話授業にロールプレイをどのように取り入れるかについて考えています。実生活に沿った会話の授業

は学習者にとって動機づけになる反面，ただのおしゃべりに終わらせない工夫が必要です。ロールプレイの授業に

興味のある方，悩んでいる方，初めて取り入れてみようと考えている方と一緒に問題を共有していきたいと思います。 

④ 日本語中級前半の文法授業における反転授業の試み 

岩佐詩子（桜美林大学） 

中級前半の文法授業において，反転授業を取り入れる試みを行っています。使用テキストは『TRY！日本語能

力試験 N3』です。作成した教材を紹介しながら，動画作成の方法，対面授業の活かし方，テキストの扱い方な

どをテーマに，情報交換・意見交換をしたいと思います。反転授業や文法授業に興味をお持ちの方など皆さん

の参加をお待ちしています。 

⑤ ウェブサイト「やまなし子どもネット」の紹介 

小林信子 (やまなし子ども学習支援連絡協議会)，川手ちなみ（同），斉藤祐美（同），原田かおり（同） 

やまなし子ども学習支援連絡協議会が 2014年に開設したウェブサイト「やまなし子どもネット」は，山梨県在住

の外国人保護者とその子どもたち，そして，その支援活動をしている機関・団体・個人に，山梨県の学校生活情

報と進路進学情報を多言語（6言語）で提供しています。このウェブサイトを多くの方に知ってもらい利用してもら

うためにどのような取り組みができるかについて，皆様からアドバイスをいただきたいと考えています。 

⑥ 弁論大会を通して考える作文指導―より良い作文指導を目指して― 

川口 慧（ユニタス日本語学校)，梶原麻弓（同） 

ユニタスは甲府市にある日本語学校です。私たちは授業の一環として弁論大会を開催しています。クラス内選

考会で代表に決まった学生が弁論大会へ出場します。教師は学生自身からエピソードや意見を引き出せるよう

な指導を心がけますが，学生のモチベーション維持や教師にかかる負担の増加などの問題が露呈しはじめ，

改善を求められています。このような点について情報交換・共有ができればと考えます。 
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＜後半＞ 【10：50-12：20】 

⑦ 介護福祉士候補者のための介護専門用語学習支援ウェブサイト「かいごのご！」 

中川健司（横浜国立大学） 

介護福祉士候補者の介護用語学習は，主に施設配置後に自律学習の形で行われます。そこで，出展者は，学習

手段の提供に加え，候補者の学習設計や学習管理の機能を有する，介護用語学習支援ウェブサイト「かいごの

ご！」を開発しました。当日は，実際にウェブサイトを使用していただいて，意見交換が行えればと考えています。 

⑧ イラストを使用した初級漢字教材 

上坂宗万（東京福祉大学） 

様々な母語の留学生が一つのクラスで学ぶ際の初級漢字教材を開発中です。特定の言語を使わず，イラスト

だけで漢字を覚えさせる教材で，漢字によってはコマ漫画で説明したりもします。将来的には，タブレットでの使

用もさせていきたいです。興味のある方はぜひお越しください。 

⑨ 中級文法指導の見直し―教室活動の紹介― 

岡本智美 (水戸国際日本語学校)，松浦みゆき（同） 

私たちは，中級文法指導の際に使える活動集を開発中です。ここ数年の学習者層の変化にともない，従来の

文法指導ではうまくいかないと感じるようになったのが開発のきっかけです。今回はいくつかの教室活動を紹介

し，中級文法の指導法について皆様と情報交換ができればと思っております。 

⑩ 留学生への大学院進学指導―研究計画書作成と希望指導教員へのコンタクトを中心に― 

平山允子 (日本学生支援機構東京日本語教育センター) 

大学院進学を志望する留学生への進学指導について，お悩みの声をあちこちで聞き，実践共有の必要性を感じ

ています。私も勤務校で試行錯誤・四苦八苦しながら大学院進学指導を行っていますが，その内容を公開し，他

校の先生方との情報交換のきっかけにできればと考えています。話したい方，聞きたい方，ぜひお越しください。 

⑪ 日本語教師発話コーパスの作成―大規模化に向けて－ 

立部文崇（徳山大学），藤田裕一郎 (朝日大学) 

私たちは，クラスルームにおける日本語教師発話のコーパスを作成しています。当日は，web上で公開している

本コーパスに触れてもらい，その上で大規模化を目指す本コーパスの仕様について議論したいと考えています。

またこの機会を授業内の教師の発話やコーパスに興味がある方とのネットワーク作りにできればと思っています。 

⑫ ライフストーリー･インタビュー活動の日本語教育における可能性 

奥村圭子（山梨大学） 

ライフストーリー・インタビューは，質的研究・調査法の一つとして注目される手法です。本発表では，その生成的意

味に注目することによって，それを用いた日本語学習，及びコミュニケーション学習としての可能性について検討を

試みとしての実践例を紹介します。ライフストーリー・インタビュー活動を何らかの形でなさっている方，またそれを

日本語教育と関連付けて実践なさっている方など，関心のある皆さんと意見交換ができればと思っています。 
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よろず相談  ＜前半＞ 【10：20-10：50】  ＜後半＞ 【11：30-12：00】 

 

皆さんが日々の現場で抱えているお悩みを支部活動委員がお聞きし，解決に向けたお手伝い

をいたします。交流ひろばと同様に委員がブースでお待ちしております。 

受付で「お悩みメモ」を用意しています。「お悩みメモ」にお悩みを書いて提出くだされば，丁寧に

お答えできます！ お悩みとその回答を聞くだけでも，飛び込みでの相談でも結構です。 

 

 

昼食交流会 ―食べながらもうちょっと話そう― 【12：20-13：20】 

 

「交流ひろば」「よろず相談」で本当はもう少し話を続けたかった…。そんな皆さんのた

めの時間です。一緒に昼食をとりながら，疑問を解消したり，ネットワークを広げたりし

てください。当日は昼食を準備して会場へお越しください。 

 

 

◆問合先（平日 9～18時のみ）◆  

公益社団法人日本語教育学会 支部活動委員会 

〒101-0065東京都千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2F 

TEL：03-3262-4291  FAX：03-5216-7552   E-maiｌ：shibu@nkg.or.jp   

 





会場へのアクセスのご案内            情報提供：山梨交通 

 

公共交通機関で来場される場合 

 

■■■■甲府駅甲府駅甲府駅甲府駅からからからから会場会場会場会場((((山梨大学山梨大学山梨大学山梨大学))))ままままでででではははは路線路線路線路線バスをバスをバスをバスをごごごご利用利用利用利用くくくくださいださいださいださい。。。。    JR 甲府駅北口バスターミナル 2 番のりば 「武田神社」または「積翠寺」行き バス停「山梨大学」下車   所要時間：約 5 分運賃（大人・片道）：甲府駅～山梨大学 100 円 時刻表(土曜日運行ダイヤ/一部抜粋)： 甲府駅北口甲府駅北口甲府駅北口甲府駅北口⇒⇒⇒⇒山梨大学山梨大学山梨大学山梨大学    ((((往路往路往路往路))))    山梨大学山梨大学山梨大学山梨大学⇒⇒⇒⇒甲府駅北口甲府駅北口甲府駅北口甲府駅北口    ((((復路復路復路復路))))    甲府駅北口  山梨大学 行先 山梨大学  甲府駅北口 行先 8:15 → 8:19 武田神社 12:04 → 12:08 甲府駅北口 9:05 → 9:09 武田神社 12:34 → 12:38 伊勢町営業所 9:35 → 9:39 武田神社 13:04 → 13:08 伊勢町営業所 10:00 → 10:04 武田神社 13:34 → 13:38 甲府駅北口 10:30 → 10:34 武田神社 14:04 → 14:08 甲府駅北口 11:00 → 11:04 武田神社 14:34 → 14:38 伊勢町営業所 11:30 → 11:34 積翆寺 15:04 → 15:08 伊勢町営業所 12:00 → 12:04 武田神社 15:34 → 15:38 甲府駅北口 12:30 → 12:34 武田神社 16:04 → 16:08 甲府駅北口 13:00 → 13:04 武田神社 16:34 → 16:38 伊勢町営業所 13:30 → 13:34 武田神社 17:04 → 17:08 伊勢町営業所 14:00 → 14:04 武田神社 17:24 → 17:28 甲府駅北口 14:30 → 14:34 武田神社 17:49 → 17:53 伊勢町営業所 15:00 → 15:04 武田神社 18:04 → 18:08 伊勢町営業所  
■■■■各地各地各地各地からからからから甲府駅甲府駅甲府駅甲府駅ままままではではではでは JRJRJRJR またはまたはまたはまたは「「「「高速高速高速高速バスバスバスバス」」」」ををををごごごご利用利用利用利用くくくくださいださいださいださい。。。。    

高速バスは次の各地からの路線があります。 

新宿・名古屋・京都・大阪・羽田空港・静岡(特定日運行)・横浜(特定日運行)  

※山梨交通グループ(山梨交通㈱・山交タウンコーチ㈱)は学会・ワークショップの開催に協賛しています。 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


