
全国中国語教育協議会の記録 (そ の 1)

★設立準備大会  1996年 10月 25日 (金 )会 場 1関西大学

☆第 1回 中国語教員夏季セ ミナー

1997年 8月 20日 (水 )～ 23日 (土 )会 場 :日 本大学文理学部

陸倹明 (北京大学)日 本人学生の誤用か ら見た中国語文法の諸問題

馬 真 (北京大学)日 本人学生の誤用か ら見た中国語語彙の諸問題

李 明 (北京語言文化大学)日 本人の中国語発音の問題点と指導法

孫玄齢 中国語の話 し方 と朗読法〔実技指導を含む〕

輿水優 中国語の試験問題 と学力評価

★第 1回全国大会 (協議会正式発足 )

1997年 10月 24日 (金 )会 場 l東海大学湘南校舎

☆ 98年度月例セ ミナー 会場

4月  4日 (土 )孫 玄齢

4月 11日 (土 )輿 水 優

5月  9日 (土 )輿 水 優

6月  6日 (土 )輿 水 優

7月 11日 (土 )輿 水 優

10月 17日 (土 )孫 玄齢

11月 14日 (土 )山 田員一

12月 12日 (土 )古 川 裕

☆ 98年度夏季セ ミナ早 会場

7月 30日 (木 )渡 邊晴夫

武信 彰

:国際文化 フォーラム会議室

中国語の話 し方 ―発音のポイ ントを探る

初級文法の教え方一なにを教えるか(1)

初級文法の教え方一なにを教えるか(2)

初級文法の教え方―どのように教えるか(1)

初級文法の教え方― どのように教えるか(2)

中国語発音教育の経験か ら

基礎段階のガイ ドライン(語彙編 )

基礎段階のガイ ドライン(語法編 )

:日 本大学文理学部

外国語の評価 とテス トーー英語 と中国語の場合

中国語試験問題の作 り方一一良問・悪問

◇ 98年度行事

5月  8日 (金 )中 国大使館教育処で「漢語教師聯誼会」開催

☆ 99年度月例セ ミナー

4月 10日 (土 )

5月  8日 (土 )

6月 12日 (土 )

7月 10日 (土〉

10月  9日 (土 )

11月 13日 (土 )

12月 11日 (土 )

会場 :国際文化 フォーラム会議室

孫 玄齢 入門段階の発音教育

依藤 醇 初級段階の文法教育

輿水 優 中国語教科書の作 り方

武信 彰 中国語学力判定法〔練習問題編〕

輿水 優    同 上  〔試験問題編〕

孫 玄齢 朗読のポイント(読み方実習 )

輿水 優 ガイ ドライ ンの設定に向けて

小林二男 中級段階の中国語教育



☆ 99年度夏季セ ミナー 会場 :日 本大学文理学部

7月 30日 (金 )

主題 「私の中国語教授法」

平井和之  郭春貴  輿水 優

★第 2回全国大会

2000年 3月 27日 (月 )会場 :日 本大学文理学部

研究報告 孫 玄齢 語音教学中庄該注意的一些問題

渡邊晴夫 中国語教育のカ リキュラムと教材について

輿水 優 初級段階の文法ガイ ドライ ン

☆ 00年度月例セ ミナー 会場 :国際文化 フォーラム会議室

4月 15日 (土 )興 水 優 ローマ字の注音表記について

5月 13日 (土 )西 川優子 初級教育 一一私のノウハウ

6月 10日 (土 )平 井和之 試験問題を採点する

7月  8日 (土)孫 玄齢 発音 と朗読 クリニ ック

9月  9日 (土 )輿 水 優 私の中国語教授法

10月 14日 (土 )加 藤晴子 私の中国語教授法

11月 11日 (土)佐 藤富士雄 私の中国語教授法

12月  9日 (土 )大 川完二郎 私の中国語教授法(誤用から学ぶ中国語 )

☆ 01年度春のセ ミナー 3月 26日 (月 〉 会場 :日 本大学文理学部

主題  「 なにを、どのように教えるか」

〔語法 。語彙教育〕 武信 彰  〔中国語語入門教育〕 輿水 優

☆ 01年度月例セ ミナー(予定を含む〉 会場 :国際文化 フォーラム会議室

4月 14日 (土 )孫 玄齢 発音・ 朗読クリニ ック

5月 12日 (土 )古 川 裕 中国語教育 と認知文法

6月  9日 (土 )輿 水 優 新刊中国語教科書を採点する

7月 14日 (土 )輿 水 優 中国語初級文法のガイ ドライン

9月  8日 (土 〉 孫 玄齢 発音 e朗読 クリニ ック

10月 13日 (土 )高 橋 均 中国語教育縦横談 〔仮題〕

11月 10日 (土 )郭 春貴 アメリカにおける中国語教育から 〔仮題〕

12月  8日 (土 )陳 文I 対外沢悟教学与 IT

◆資料等 の刊行 (1999年 11月 発行 )

研究 ファイル Nα /(藤 井玲子会員 )
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セ ミナー報告 NQノ (山 田員一会員 )
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