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発表者募集発表者募集発表者募集発表者募集    
 

会会会会            期期期期： 2010 年8 月25 日（水）- 2７ 日（金） 

会会会会            場場場場： ブカレスト大学 （ルーマニア） 

テテテテ    ーーーー    ママママ：：：： 日本語および日本語教育に関するもので、学術的な研究に限らず、日々の教室での

活動、試みなどに関する実践的な調査・報告も含みます。テーマとして（ａ）～（ｇ）を参

考にしてください。 
（ａ）言語と文化理解     （ｂ）母語話者・非母語話者教師の協働 

（ｃ）「話技能：独話・交話力」の指導と評価 （ｄ）作文指導 

（ｅ）コーパスの応用     （ｆ）自律学習支援 

（ｇ）E-Learning & Blended-Learning  （ｈ）その他 

 

発表資格発表資格発表資格発表資格： 申し込み時と発表時に発表者はルーマニア日本語教師会、あるいは、ヨーロッパ日本

語教師会（AJE）の会員でなければなりません。 

申し込みは会員１人1応募とします。複数応募はできません。 

共同発表の場合は筆頭者を1応募と見なします。連名の場合も発表者は全員、上記の

ようにルーマニア日本語教師会、あるいは、ヨーロッパ日本語教師会（AJE）の会員で

なければなりません。 

 

使用言語使用言語使用言語使用言語： 日本語もしくは英語とします。 

 

発表形態発表形態発表形態発表形態： １．口頭発表：研究発表または実践報告発表 

＜時間：発表20 分、質疑応答10 分、計30 分＞ 

２．ポスター発表： ポスター掲示による発表です。その場で説明、情報交換を行うこと

ができます。 

＜掲示時間90 分。ポスターのサイズはA3 判３枚以内＞ 

注：コンピューターを用いて何枚ものポスターに相当する内容を見せたり、用意

した説明をするなど実質的な口頭発表を行うことはできません。実際の教材や

教具を見せる必要がある場合は、ポスター以外の展示を認めることがあります。

利益を目的とした宣伝活動は対象となりません。 

３．ワークショップ：使用言語は日本語とします。 

＜時間：70分＞ 

 

締締締締めめめめ切切切切りりりり： 2010 年５月３日（月） 

発表を希望する方は締切日までに、下記の要領で要旨を提出してください。 

提出方法提出方法提出方法提出方法： 送り先と方法 

要旨の提出はシンポジウムウェブサイトよりお願い致します。 

URL: http://2010.eaje.eu/ 



次の3 点を盛り込む。日本語の場合は1,000 字以内、英語の場合は500 語以内（氏名

など発表者を特定できる内容は記載しないでください） 

• 何を述べたいか(中心的な主張や結論を明瞭に) 

• その論証等の概略(データ・実験方法・例など) 

• 特記するポイント（先行研究との違い、日本語教育に寄与するところ等） 

 

合否通知合否通知合否通知合否通知： 査読は複数名の査読者により匿名で行い、発表者を決定します。６月１４日までに結果

をお知らせします。採用された場合は、７月１４日までにA4のプログラム用要旨を和文

か英文で提出していただきます。また、「ヨーロッパ日本語教育15」 として刊行するシン

ポジウム論文発表集に投稿をお願いいたします。 

 

問問問問いいいい合合合合せせせせ： 実行委員会 <symposium2010@eaje.eu> 
 

http://www.eaje.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15
th
 Symposium on Japanese Language Education in Europe 

“Japanese Language Education in the Era of Globalization” 
Cooperation beyond Linguistic and Cultural Areas: Toward Cooperation between Native  

and Non-native Teachers 
 

CALL FOR PAPERS 
 

Time:  25 (Wed.) – 27 (Fri.) August, 2010 

Place: University of Bucharest, Romania 

Theme: Research paper and report or survey on practice related to the fields of Japanese 

language and Japanese language education. Areas of interest are: 

a. Language and Cultural Understanding; 

b. Cooperation between Native and Non-native Teachers of Japanese; 

   c. Teaching and Assessment of Conversation Skills; 

   d. Teaching Writing; 

   e. Application of Corpus; 

   f. Supporting Autonomous Learning; 

   g. E-learning and Blended Learning; 

   h. Others. 

 

Eligibility: All applicants must be members of the Association of Japanese Language Teachers in 

Romania (APJR) or of the Association of Japanese Language Teachers in Europe (AJE). 

 One applicant can only send one application. Multiple applications are not accepted. 

 In the case of joint presentations, the application will be counted as one for the first 

applicant. Even in the case of group presentations, all applicants must be members of the 

Association of Japanese Language Teachers in Romania (APJR) or of the Association of 

Japanese Language Teachers in Europe (AJE). 

 

Working languages: Japanese or English. 

 

Categories: 1. Presentation: research paper or practical paper 
(20 minutes for presentation and 10 minutes for questions and answers, total of 30 minutes) 

2. Poster session 
(Posting time: 90 minutes. The size of the poster should not exceed 3 sheets of A3 size paper.) 

3. Workshop – Working language: Japanese 
(Total time: 70 minutes) 

 

Deadline：：：： Monday 3
rd
 May 2010 

 

Submission： Please submit your abstract from the symposium website. 

URL: http://2010.eaje.eu/ 

Abstract: please include the following points in no more than 1,000 characters in the 

case of Japanese, and no more than 500 words in the case of English (Please do not 

mention your name or institution in the abstract): 

• What you want to convey (proposal and conclusion) 

• Outline of evidence (empirical data, examples, etc.) 

• Special point (how it contributes to Japanese language education) 



Notification of results: All proposals shall be subjected to a blind review.  

The results will be announced by 14
th
 June 2010. The successful applicants will be 

asked to submit abstracts in Japanese or English for the symposium programme by 14
th
 

July 2010. The presenters will also be asked to contribute to the “Proceedings of the 

Conference”. 

 

Inquiries： The Organizing Committee <symposium2010@eaje.eu> 
 

http://www.eaje.eu/ 

 


