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2019 年 第 5 回スペイン日本語教師会シンポジウム 
 

日時：2019 年 6 月 14 日（金）、15 日（土） 
会場：アリカンテ大学 シティキャンパス 

所在地：Avenida de Ramón y Cajal, 4, 03001 Alicante 
 
 

テーマ：「文化とは何か―日本語教育における文化の多様性―」 
 

基調講演＆ワークショップ講師：  
保坂敏子氏 （日本大学大学院 総合社会情報研究科） 

 
 
 
 
 

V Simposio 
de la Asociación de Profesores de Japonés en España (2019) 

 
Fecha: viernes 14 y sábado 15 de junio de 2019 

Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante 
Dirección: Avenida de Ramón y Cajal, 4, 03001 Alicante 

 
Tema: “¿Qué es la cultura? La diversidad cultural en la enseñanza del japonés” 

 
Conferencia principal y taller: 

a cargo de Toshiko Hosaka, Escuela de Posgrado de Estudios Sociales y Culturales de la 
Universidad de Nihon 
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挨拶 Saludos 

 
高橋水無子 （スペイン日本語教師会 会長） 

Minako Takahashi (Presidenta de la Asociación de Profesores de Japonés en España) 
 

今年は、日本では元号が平成から令和へと変わり、新たな幕開けの年となります。スペイン日本
語教師会（APJE）にとっても発足から 10 年目となる節目の年で、こうした記念の年に APJE の第
5 回シンポジウムを開催できることを大変嬉しく思います。 
APJE シンポジウム第 5 回大会は、地中海に面する湾岸都市アリカンテの地で開催です。テーマ

は「文化とは何か-日本語教育における文化の多様性-」です。外国語学習は、単に「こう言いたい
ときは、こういう場合は、この言葉を組み合わせれば良い」ということを学ぶのではありません。
言語学習と文化は切り離せないものであり、社会のグローバル化や多文化共生の時代となった昨今、
言語教育と文化の扱いも変化しています。そんな中、皆さんは試行錯誤して、学習者が言語を学び
異文化理解が深められるよう、様々な工夫をされていることと思います。 
言葉と文化、どう考えたらいいのでしょう。日本語教育において日本文化をどう捉えたらいいの

でしょう。本シンポジウムが皆さんの明日からの授業のヒントや研究の手掛かりが得られる場とな
ることを期待しております。参加している同志たちと情報交換をしたり交流を深めたりと、皆さん
にとってより有意義な 2 日間になりますよう願っております。 
 
Este año cambia la era, de Heisei a Reiwa, y da lugar a un nuevo comienzo en Japón. Para la 

Asociación de Profesores de Japonés en España (APJE) también 2109 resulta muy significativo por 
ser el décimo aniversario de su fundación. Es para mi un gran honor y me genera una enorme 
alegría que en este año tan festejado podamos celebrar el V Simposio de la APJE.  

Este Simposio tendrá lugar en Alicante, ciudad situada frente al mar Mediterráneo, con el tema 
“¿Qué es la Cultura? – La diversidad cultural en la enseñanza del japonés -”. El aprendizaje de 
lenguas extranjeras no se trata únicamente de aprender combinaciones de palabras y expresiones 
en cada situación. El aprendizaje de idiomas y la cultura son inseparables. Actualmente, estamos 
viviendo en una sociedad global y en la era de la convivencia multicultural, y obviamente, está 
cambiando o evolucionando la forma de tratar la educación lingüística y la cultura. Bajo tales 
circunstancias, buscamos e intentamos encontrar el mejor modo posible para que los estudiantes 
puedan avanzar en su japonés y profundizar en la comprensión intercultural.  

¿Qué debemos comprender de la relación entre idioma y cultura?, ¿cómo debemos tratar la 
cultura japonesa en la enseñanza del japonés? Espero que este simposio nos brinde una ocasión 
en la que podamos conseguir ideas para las clases e investigaciones de cara al futuro. Deseo que 
disfrutéis del mismo, asimilando esas nuevas ideas y afianzando los vínculos de amistad entre 
todos los participantes.  
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挨拶 Saludos 

 
吉田昌志 （国際交流基金マドリード日本文化センター 所長） 

Shoji Yoshida (Director de la Fundación Japón, Madrid) 
 

この度、アリカンテで第 5 回目となる日本語教育シンポジウムが開催される運びとなりました。ま
ずは同シンポジウムに向けた関係者の方々のたゆまないご尽力に心より敬意を表したいと思います。
一歩一歩踏みしめた足跡が第 5 回目の開催に至り感慨深さを感じると共に、スペイン日本語教師会
の皆様とタスキをつなぎ歩み続けたほぼ 10 年の足取りに、確かな進歩と手ごたえが感じとられま
す。 
 シンポジウムとは「いっしょに syn-」「飲む posis」の意のギリシア語 symposion（饗宴：きょ
うえん）が語源と聞いておりますが、ここアリカンテにて日本語教育の現場で格闘されている皆様
との宴（うたげ）の場が提供されることは喜ばしく、この宴を通じて美味しい「知見」や、妙味な
「発見」、風味豊かな「情報」、コクがある「学識」でお腹を満たしていただければ、これに勝る喜
びはありません。 
  今回は「食べ過ぎ」への注意は無用です。しなやかに消化する皆さんの旺盛な知識欲がしっかり
と栄養を吸い取ってくれるはずです。 新鮮ネタのあふれるシンポジウムで是非、皆さんと舌鼓を
打ち一回り大きく成長しましょう。 
 このシンポジウムが、スペインで日本語教育を実践する皆様方にとり、大きな成長の糧となり明
日への活力を生み出す原動力となって、教壇に立つ皆さん、学習者と向き合う皆さんを後押しする
ことを心より期待しています。 
 
Con esta ya son cinco las ocasiones en las que se celebra el Simposio de la Asociación de Profesores 

de Japonés en España. En primer lugar me gustaría expresar mi sincero respeto al esfuerzo continuo de 

las personas involucradas en este simposio. Siento una profunda emoción al pensar en los pasos que 

se han dado para llegar a la quinta celebración, pudiendo apreciar, al mismo tiempo, un sólido progreso, 
resultado de casi diez años de camino junto con los miembros de la Asociación de Profesores de 

Japonés en España.    

Tengo entendido que el origen de la palabra simposio es “symposion”; palabra griega que significa 

“fiesta”, compuesta de: juntos “syn-“ y beber “posis”. Estoy encantado de que estos “festejos” tengan 

lugar aquí, en Alicante, y es un placer compartirlos con todos ustedes, luchadores en el campo de la 
enseñanza del idioma japonés. Nada me agradaría más que pudieran satisfacer sus estómagos a través 

de este festín con buenos “conocimientos”, sabrosos “descubrimientos”, rica “información” e intenso 

“estudio”.  

Esta vez no es importante preocuparse por “comer en exceso”. Estoy seguro de que el gran apetito de 

conocimiento resultará en una buena digestión, absorbiendo los nutrientes adecuadamente. Crezcamos 
todos en este simposio repleto de ingredientes frescos, dándonos un buen festín. 

Deseo sinceramente que este simposio sea una gran fuente de crecimiento y energía para el mañana, 

convirtiéndose en un impulso para todos los que se dedican a la enseñanza del idioma japonés en 

España.
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Saludos 挨拶 
 

Juan Llopis Taverner (Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante)  
（アリカンテ大学国際交流担当副学長） 

 
Es un gran honor y satisfacción poder acoger este 5º Simposio de la Asociación de Profesores de 
Japonés en España.  
Mi más sincera felicitación por su décimo aniversario. Me consta que la ilusión y dedicación de los 
miembros han hecho posible que esta Asociación se haya consolidado.  
La Universidad de Alicante ha apostado firmemente por la internacionalización desde hace años, 
con la intención, entre otras cosas, de divulgar de cultura japonesa, con su idioma a la cabeza. 
Claro ejemplo de ello es la creación de la Oficina de Relaciones con Asia-Pacífico donde, entre 
otras actividades, se imparten cursos de lengua japonesa. Desde su comienzo en el año 2.000, 
más de 3.000 estudiantes han pasado por nuestros cursos para poder acercarse a Japón, su 
lengua y su cultura.  
En esta era de digitalización, Japón ya no es un país lejano y exótico. Debemos reconocer que el 
deseo de conocer la lengua y cultura del país nipón no ha hecho sino crecer. La labor de la 
Asociación de transmitir la esencia de Japón a través de la lengua es muy valiosa, y contribuye a 
enriquecer y abrir la visión de los que aprenden.  
El hilo conductor de este Simposio es la cultura. La ciudad de Alicante, que siempre ha sido un 
punto de intercambio de distintas culturas, es un escenario idóneo para la reflexión y el 
intercambio de puntos de vista sobre la lengua y diversidad cultural.  
Esperamos que estos dos días sean de provecho para todos los asistentes. Es mi deseo como 
Vicerrector de Relaciones internacionales, transmitir ese mensaje de bienvenida, en mi nombre, y 
en el de la Universidad de Alicante.   
 
スペイン日本語教師会の第五回シンポジウムを当校で開催することができ、大変光栄に思います。
教師会設立 10 周年、心からお祝い申しあげます。教師会のご発展も、会員の皆さまの熱意とご尽
力の賜物と存じます。アリカンテ大学は長年にわたり国際化に取り組んでまいりました。その一環
として設置されたアジア太平洋地域交流室では、種々の活動の他に、日本語教育、文化普及を行っ
ております。2000 年に日本語コースが始まって以来、3000 人以上の学生が当校のコースで日本
語を勉強し、日本文化に触れる機会を得ました。 
このデジタル化時代、日本はもはや遠い異国の地ではありません。日本語や日本文化を知りたいと
いう要望は高まるばかりです。言語を通して日本の本質を伝える教師会の活動は、学習者のビジョ
ンを広げ、豊かなものにする、大変有意義なものです。 
今回のシンポジウムの根底にあるテーマは文化です。アリカンテの町は古くより様々な文化の交流
があった地で、言語と文化の多様性について考え、議論を交わすのに理想的な場ではないでしょう
か。この 2 日間が参加者皆さまにとって実りの多いものであることを願います。アリカンテ大学を
代表し、国際交流担当副学長として歓迎のご挨拶を申し上げます。 
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挨拶 Saludos 

 
板倉法香（第 5 回スペイン日本語教師会シンポジウム実行委員長） 

Norika Itakura (Presidenta del comité organizador del V Simposio de APJE)  

 
 スペイン日本語教師会（APJE）シンポジウム第 5 回大会は、抜けるような青空と透き通る青い
海の町、アリカンテでの開催です。APJE10 周年を迎える今回のテーマは『文化とは何かー日本語
教育における文化の多様性―』です。 
 「文化」といっても、様々な形があります。「伝統文化」、「現代文化・ポップカルチャー」、個人
に内在する「文化」、母語話者間で潜在的に共有されている「文化」。また、「文化」は日本語学習者
にとって学習動機、原動力となると同時に、日本語学習を通じた新たなアイデンティティー形成の
軸となるものではないでしょうか。グローバル社会になり容易に情報を得られる昨今、外国語学習
において言語知識の習得だけではなく、言語学習における「文化」の関わり方や学び方も変化して
います。一言では説明しきれないこれらの「文化」をどのように学習者に伝えればいいのでしょう
か。それぞれ違う文化背景を持った学習者を理解するにはどうすればいいのでしょうか。皆さんは
日々、外国語学習には欠かせない異文化理解のために、様々な工夫・活動・研究をされていること
でしょう。 
 本シンポジウムが日本語教育における文化の多様性について、日本語教師同志とともに、考え、
共有し、さらに発展させていけるような有意義な機会になることを期待しております。学びあるシ
ンポジウムとして、アリカンテの晴天のような清々しい気持ちで終えられるよう願っております。 

 

Este año se celebra el V Simposio de la Asociación de Profesores de Japonés en España (APJE) 
en Alicante, ciudad de cielo azul y mar transparente. Este año APJE cumple 10 años desde su 
fundación y el tema del simposio es: “¿Qué es la cultura? La diversidad cultural en la enseñanza 
del japonés”. 

Existen diversas manifestaciones de la cultura, como puede ser “la cultura tradicional” o “la 
cultura pop y moderna”. También existe una “cultura” inherente al individuo y otra “cultura” latente 
compartida entre los nativo parlantes. Estas culturas constituyen un estímulo para los estudiantes 
y, al mismo tiempo, se podría afirmar que integran un eje para la creación de una nueva identidad 
sobre la base del aprendizaje del japonés. En una sociedad globalizada como la actual, en la que la 
información es de fácil acceso, está cambiando, no sólo el aprendizaje del conocimiento lingüístico 
de los idiomas, sino también la manera de relacionar la “cultura” con la enseñanza de la lengua. 
¿Cómo podemos transmitirles a los estudiantes la “cultura” que es difícil de explicar con una sola 
palabra? ¿Cómo podemos entender a los estudiantes que tienen cada uno de ellos diferentes 
culturas? Sin duda que todos estamos a diario concibiendo diferentes ideas y actividades o 
investigando para lograr un entendimiento intercultural imprescindible en el aprendizaje del idioma. 

Esperamos que este simposio resulte una valiosa oportunidad para poder reflexionar juntos, 
compartir y desarrollar ideas sobre la diversidad cultural. Deseamos que se pueda finalizar el 
mismo de manera provechosa para todos, con una sensación tan agradable como el soleado cielo 
alicantino.
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2019 年  第  5 回スペイン日本語教師会シンポジウム  

 
 プログラム 

一日目 
（6 月 14 日） 

 

14:45 - 15:15   受付 

15:15 - 15:45   開会式 場所：Salón de Actos “Rafael Altamira” 

15:45 - 19:50 
 

  基調講演＆ワークショップ  
   場所：Salón de Actos “Rafael Altamira” 
  途中 35 分間 コーヒーブレーク＆記念写真撮影 

19:50   懇親会会場へ（徒歩 2 分） 

20:00 - 21:30   懇親会（参加無料） 

 会場: Restobar “Gema Penalva” 

二日目 
（6 月 15 日） 

 

9:00   開場 

9:30 - 11:10   口頭発表（各口頭発表 30 分＋交代準備時間 5 分） 

  場所：３階 2.1 教室と 2.2 教室の２部屋で 3 本ずつ、計 6 本  

11:10 - 11:40   コーヒーブレーク 

11:40 - 12:45   口頭発表（各口頭発表 30 分＋交代準備時間 5 分） 

  場所：３階 2.1 教室と 2.2 教室の 2 部屋で 2 本ずつ、計 4 本 

12:50 - 13:20 
 

  ポスター発表 

  場所：地上階Miguel Hernández 計 3 本 

13:20 - 15:20   ランチ（各自自由） 

15:25 - 15:55   口頭発表 

  場所：地上階Miguel Hernández、３階 2.1 教室、2.2 教室  

  の３部屋で 1 本ずつ計 3 本 

16:00 - 16:30   全体総括 場所：Salón de Actos “Rafael Altamira” 

16:30 - 16:45   小休憩 

16:45 - 18:15   漢字研究会パネルセッション 

  場所：Salón de Actos “Rafael Altamira” 

18:15 - 18:30   閉会式 
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V Simposio de la Asociación de Profesores de Japonés en España (2019) 

  Programa general del simposio 

Día 1 
（14/06/2019）  

 

14:45 - 15:15  Registro de los participantes 

15:15 - 15:45  Ceremonia de inauguración  
  Lugar：Salón de Actos ”Rafael Altamira” 

15:45 - 19:50 
 

 Conferencia principal y taller  
 Lugar: Salón de Actos “Rafael Altamira” 
 Pausa-Café y fotografía de grupo (35 mins) 

19:50  Traslado al lugar de la recepción (2 mins a pie) 
20:00 - 21:30  Recepción (participación gratuita) 

 Lugar: Restobar “Gema Penalva” 
Día 2 

（15/06/2019）  

 

9:00  Apertura de las puertas de la sede 

9:30 - 11:10  Comunicaciones orales (3 ponencias en 2 salas: Aula 2.1 y 
  Aula 2.2 en la 2ª planta, 6 en total) 

11:10 - 11:40  Pausa-Café 
11:40 - 12:45  Comunicaciones orales (2 ponencias en 2 salas: Aula 2.1 y 

  Aula 2.2 en la 2ª planta, 4 en total) 
12:50 - 13:20 

 
 Pósteres  
  (3 participantes: Sala Miguel Hernández en la planta baja) 

13:20 - 15:20  Almuerzo (libre) 
15:25 - 15:55  Comunicaciones orales  

  (1 ponencia en 3 salas: Aula 2.1 y Aula 2.2 en la 2ª planta 
   y Sala Miguel Hernández en la planta baja, 3 en total) 

16:00 - 16:30  Sesión de recapitulación  
  Lugar：Salón de Actos “Rafael Altamira” 

16:30 - 16:45  Descanso 
16:45 - 18:15  Panel Sesión de Kanji  

  Lugar：Salón de Actos “Rafael  Altamira” 
18:15 - 18:30  Clausura  Lugar：Salón de Actos 
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6 月 15 日 各セッションの概要 

 
【口頭発表】 午前の部 1： 9 時 30 分～11 時 10 分、１本あたり 30 分 

   午前の部 2：11 時 40 分～12 時 45 分、１本あたり 30 分 

 場所：A2.1（３階） 
時間 題目 

9:30-10:00 日本文化の多様性への気づき 
̶日本語学習者が持つ日本・日本人に対するイメージを出発点に̶ 

柳沼朋子（ミーニョ大学人文学部） 
10:05-10:35 アカデミックジャパニーズを通して日本を多角的に学ぶ 

̶入門的な日本文化・ステレオタイプからの脱却を目指して̶ 
小澤咲（サラマンカ大学） 

10:40-11:10 
 

文化を取り入れた授業の振り返りとその改善例 
高森絵美（マドリード・アウトノマ大学） 

11:10-11:40 コーヒーブレイク 
11:40-12:10 「ケース学習」を用いた異文化理解 

辻井さとみ（ポルト大学文学部） 
12:15-12:45 演技でスペイン文化を伝えよう 

̶ドラマ技法を用いて学習者の主体性育成を目指す試み̶ 
加藤さやか（サラマンカ大学） 

 
 場所：A2.2（３階） 

時間 題目 
9:30-10:00 学習者にとっての日本を 17 音で表現する試み  

̶川柳を取り入れた授業実践̶  
高橋水無子（サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学語学センター） 

10:05-10:35 初級日本語の授業での諺の使用の試み 
Alba Serra-Vilella（バルセロナ自治大学） 

10:40-11:10 複言語、複文化能力における「文化翻訳」のプロセスを探る 
̶ライフストーリー・インタビューを通して̶ 

鈴木裕子（マドリード・コンプルテンセ大学語学センター） 
11:10-11:40 コーヒーブレイク 
11:40-12:10 相互理解のためのコミュニケーションと日本語音声教育実践 

大戸雄太郎（ボルドーモンテーニュ大学/ 
早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

12:15-12:45 海外の日本語教育の現場における音象徴の大いなる可能性 
 大橋幸博（ラトビア大学） 
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【ポスター発表】 12:50-13:20 
 場所：Sala Miguel Hernández（地上階） 

題目 

「能楽」をテーマとした体験型日本文化学習のコース・デザインと授業実践 
深川美帆（金沢大学国際機構） 

個人授業における文化行事を取り入れた授業の紹介 
大石恵 

教師のための授業での文化的要素内省シートの開発 
̶就労支援のための日本語クラスのシラバスと教案の分析から̶ 

中尾桂子（大妻女子大学短期大学部 国文科） 
 
 
 
【口頭発表】 午後の部：15 時 25 分～15 時 55 分、１本あたり 30 分 

 
場所 題目 
A2.1 CLIL を取り入れた日本語授業における学習者の学びについての一考察  

̶「文化」をテーマにした素材を通して ̶ 
深川美帆（金沢大学国際機構） 

A2.2 メタファーと文化 
̶言語的普遍性と特異性 共感覚比喩を例に̶ 

元木智絵（サラマンカ大学） 
Miguel 

Hernández 
La onomatopeya como vía a la cultura japonesa: claves del fonosimbolismo 
japonés para hispanohablantes 

Daniel Ruiz Martínez (Universidad de Salamanca) 

 
 

【パネル発表】 16 時 45 分～18 時 15 分 
 場所：Salón de Actos “Rafael Altamira”（地上階） 

題目 
文化の中の漢字 
̶非漢字圏学習者のための漢字学習̶ 

ＡPJＥ漢字研究会	
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Día 2 (sábado 15 de junio)：  Secciones 

 

【Comunicaciones orales】  
 Primera sesión :   9:30 - 11:10 (30 minutos por ponencia) 
 Segunda sesión : 11:40 - 12:45 (30 minutos por ponencia) 
 

  Lugar: A2.1（2ª planta）  

Hora Título 

9:30-10:00 Awareness toward diversity of Japanese culture: the images about Japan and 

Japanese people held by JFL students as a starting point 

Tomoko Yaginuma  

(Instituto de Letreas e Ciências Humanas, Universidade do Minho) 

10:05-10:35 Multilateral learning of Japan through academic Japanese: breaking away from 

elementary culture facts and stereotypes  

Saki Ozawa (Universidad de Salamanca) 

10:40-11:10 La integración de la cultura en el aula: reflexión y mejoras. 

Emi Takamori (Universidad Autónoma de Madrid) 

11:10-11:40 Pausa Café 

11:40-12:10 A Case-Based Approach to Cross-Cultural Learning 

Satomi Tsujii (Faculdade de Letras da Universidade do Porto) 

12:15-12:45 El uso de la drama como método de presentar la cultura española: una propuesta de 

la aplicación de las técnicas dramáticas a la enseñanza para desarrollar el 

aprendizaje autónomo 

Sayaka Kato (Universidad de Salamanca) 

 

Lugar：A2.2（2ª planta）  

Hora Título 

9:30-10:00 Un intento para que los estudiantes puedan expresar su imagen de Japón con diecisiete 

silabas: actividad en clase con el poema japonés Senryu  

Minako Takahashi (Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Santiago de 

Compostela) 

10:05-10:35 Uso de proverbios japoneses (諺) en las clases de nivel básico 

Alba Serra-Vilella (Universitat Autònoma de Barcelona) 

10:40-11:10 Un estudio del proceso de “traducción cultural” en las competencias plurilingüísticas y 

pluriculturas: a través de una entrevista de relato de la vida 

Yuko Suzuki (IDIOMAS COMPLUTENSE- Centro Superior de Idiomas Modernos 

Universidad Complutense de Madrid) 
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11:10-11:40 Pausa Café 

11:40-12:10 Communication for mutual understanding and Education practices of Japanese 

pronunciation 

Yutaro Odo (Université Bordeaux Montaigne / 

Graduate School of Japanese Applie Linguistics, Waseda University) 

12:15-12:45 The great potencial of sound symbolism for Japanese language education abroad 

Yukihiro Ohashi (University of Latvia) 

 

【Comunicaciones en póster】 12:50-13:20 

 Lugar：Sala Miguel Hernández（planta baja）  

Título 

"Nohgaku" como Tema: desarrollo Curricular del Curso de Aprendizaje de la cultura Japonesa 

mediante Experiencias 

Miho Fukagawa (Kanazawa University Organization of Global Affairs) 

Ejemplos de modelo de clases particulares que incorporan eventos culturales 

Megumi Oishi 

Verification of the reflection sheet of cultural element for teachers: from the analysis of syllabus and 

lesson plans of Japanese classes for working support 

Keiko Nakao（Otsuma Wemen’s University 

Junior College Division, Japanese Language and Literature Department） 

 

【Comunicaciones orales】  

 Tercera sesión: 15:25-15:55, 30 minutos por ponencia 

Aula Título 

A2.1 La "Cultura" como tema: curso de aprendizaje de lengua japonesa basado en AICLE 

Miho Fukagawa (Kanazawa University Organization of Global Affairs) 

A2.2 Metáfora y cultura: la universalidad e idiosincrasia de las metáforas sinestésicas 

Chie Motoki (Universidad de Salamanca) 

Miguel 

Hernández 
La onomatopeya como vía a la cultura japonesa: claves del  fonosimbolismo 

japonés para hispanohablantes 

Daniel Ruiz Martínez (Universidad de Salamanca) 

 

【Panel Sesión】 16:45-18:15 

 Lugar：Salón de Actos “Rafael Altamira”（planta baja）  

Título 

Kanji en el contexto cultural: Aprendizaje de Kanji para estudiantes fuera de Sinoesfera 

Grupo de Estudio de Kanji de APJE 
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〔基調講演&ワークショップ〕 
 

文化認識の多様性と多層性 
―映像作品から何を「日本文化」と捉えるか― 

 
保坂敏子（日本大学） 

 

 社会のグローバル化により、国境を超えた人の移動と交流が盛んになった。その結果、異文化間
の衝突もまた増えているというのが現状であろう。このような中、異文化間対話の必要性がますま
す高まり、2000 年以降、言語教育において文化を扱うことが重視されるようになった。現在、CEFR
の複言語・複文化主義や第三の文化、「ことば」と「文化」を融合する言語文化教育、さらには、社
会参加を促す言語教育などが広く提唱されている。これらの言語教育では、文化を静的、固定的で
実体のあるものとする文化観は否定され、文化を多様で流動的なものとみなすことが推奨されてい
る。発表者も、文化を文化間の往還のプロセスの中で常に流動的に変化する異種混淆性を持ったも
のとみなす「文化翻訳」の言説を支持する立場から、日本の映像作品（映画・TV ドラマ・アニメ）
を介した授業を展開している。教育実践の中では、こちらが想定もしていなかったような日本語学
習者の「日本文化」なるものに対する解釈や認識に遭遇することがあり、その多様性と多層性に驚
きを禁じ得ない場合が多い。しかし、それが、私自身の固定した認識に気づかせ、認識の幅を拡げ
てくれることも少なくない。日本語学習者は、映像作品に埋め込まれた情報の何を「日本文化」と
捉えているのか、その実態を知ることは、「ことば」と「文化」を融合した教育実践を考える上で重
要な情報になるものと考える。 

 そこで、本講演では、「文化とは何か」という今回のシンポジウムの「問い」に対応して、文化的
所産である日本の映像作品をとりあげ、どのような映像作品が「日本文化」として受け入れられた
のか、文化背景の異なる学習者は日本の映像作品から何を「日本文化」なるものと捉えるのか、そ
の文化認識は変容するものか、その文化認識を活かした授業はどのようにデザインできるのか、に
ついて検討することを課題にワークショップを行う。ワークショップで話し合った内容については、
これまで日本国内外の主に日本語学習者に対して行った映像作品に関する調査の結果を提示し、そ
のエビデンスと自分たちの結果とを照らし合わせ、文化認識の共通点や相違点について確認する予
定である。これを通して、本講演の第一の目標である文化認識の多様性と多層性の様相を明らかに
することを目指す。また、言語教育における文化の扱い方の変遷を振り返ったうえで、現在の言語
文化教育において学習者を「文化翻訳者」と見做すことが重要であることを提案し、最後に、文化
認識の多様性・多層性を活かした言語文化教育の授業デザインの実例を検討する。なお、ワークシ
ョップで言及する映像作品は、映画『ステキな金縛り』、映画『ビリギャル』、TV ドラマ『半沢直
樹』、TV ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』、アニメ映画『君の名は。』を予定している。できる範
囲で、事前に視聴してくることを推奨する。 
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〔口頭発表〕 

 
日本文化の多様性への気付き 

―日本語学習者が持つ日本・日本人に対するイメージを出発点に― 
 

柳沼朋子（ミーニョ大学人文学部） 
 

ポルトガルの高等教育機関で実施した「日本・日本人に対するイメージ」に関するアンケート調査
によると、日本語学習者は「日本人は働き者である」「きちんとしている」「親切だ」などのイメ
ージを持っていることが分かった。これらのイメージは先行研究（呉、2008；張、2013）とも一
致する所があり、言わば日本人のステレオタイプとして定着していると言っていいだろう。また、
こうしたイメージを形成するのに寄与したと思われる情報源として日本語教師とその授業も上位に
あげられた。以上のことから、日本語・文化の授業ではステレオタイプに陥らず日本文化の多様性
への気付きを促すことが重要であると考えた。 
これを踏まえ、日本文化の授業において以下のようなタスクを実践した。①日本文化や社会ついて
書かれた学術文献を一本選ぶ。②関連した別の文献を一つ以上見つけ読み比べ、批判的な議論を構
築する。③議論を発表しフィードバックを得る。④レポートにまとめる。これらの活動を通して、
学習者が当初抱いていた日本文化のイメージが一面的であったことに気付いていく過程が観察され
た。特にステレオタイプの内容を多角的にとらえなおしたり他国との比較を実証研究により確認で
きたことは意義深い。本タスクはより自由度の高いテーマ設定を優先させ英語での活動となったが
、読みやすい日本語文献を選択すること等で日本語での遂行を可能にするものと考える。 
 
-参考文献-  
河野理恵（2003）「大学院での「日本事情」教育－『日本人論』をとおして―」『日本語教育から
文化リテラシーへ21世紀の日本事情』第5号、p.96-109くろしお出版。 
呉正培（2008）「日本語学習者の日本人イメージにみられる特徴とその形成要因-韓国の大学にお
ける学習者と非学習者の比較」『世界の日本語教育』第18号、p.35-55凡人社。 
張勇（2013）「日本語学習者の異文化態度に関する意識調査」『日本語教育』154号、p.100-114
、凡人社。 
ハルミ・ベフ（1997）『イデオロギーとしての日本文化論』思想の科学社。 
細川英雄（2017）「学習者主体からことばの市民へ」『言語文化教育研究』15号、p.58、言語文
化教育研究学会。 
Hendry, Joy. 2012. Understanding Japanese society. Routledge. 
Sugimoto, Yoshio. 2014. An introduction to Japanese society. Cambridge University Press. 
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〔口頭発表〕 
 

学習者にとっての日本を 17 音で表現する試み 
―川柳を取り入れた授業実践― 

 
高橋水無子（サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学語学センター） 

 
 複文化主義や多文化共生の時代になり、対人コミュニケーションの中で生じる異文化理解とその
実践的対処の必要性が出てきた。日本語教育にも文化を流動的・多元的にとらえる認識が提示され
（川上 1999、河野 2000）、教師自身の解釈が入り込んだ『文化』ではなく、学習者が自分自身で
発見・学び取るといった学習者主体の文化教育の必要性（細川 2004）が取り上げられるようにな
った。相互コミュニケーションにおいて、個の認識能力として「文化」が発現するというのである
から、個人の中に備わっている『個の文化』（細川 2004、三代 2003）をどのように引き出すかが
授業実践の課題となると考えた。 
 本実践は、文化本質主義やステレオタイプを助長するような文化を体系化した見方に陥らない授
業を提供したいと考え、学習者が学ぶ日本語と文化（個の文化）を重視した場合、教師はどうよう
な授業ができるかを試みたものである。アプローチの仕方として、「ことばと文化を結ぶ日本語学習」
（細川 2002）となれるよう、教室を「教師から知識や情報を得る場」でなく「文化を共に発見す
るプロセスの場」と捉えた。初級レベルの日本語学習者を対象に授業内での文化学習として、現代
の日本社会や日本人の生活・気持ちを表現できる川柳を取り上げた。まず例として数句の川柳を提
示し、学習者に川柳の特徴を気づかせた。提示した川柳は日本で行われた川柳コンクールの作品か
ら選んだ。次に、どのような人が何を感じて詠んだものか背景にあるものについて話し合った。そ
の後、学習者にペア活動として好きな川柳を選ばせ、その川柳の背景にあるものを考えてもらった。
こうした「発見」の環境を提供した後、クラス内で気づきや学びを発表し合い、発見を共有して各
自の日本観を語り合う機会とした。最後に、学習者各自に日本をテーマにして川柳を日本語で作っ
てもらいクラスで発表し合った。 
 本発表では、この授業が学習者にとって自らの日本に対する文化的思い込みや偏見に気づいたり、
学習者の自分なりの日本や日本文化を感じ得る場となったかを学生の意見や感想を基に振り返り報
告する。 
 
-参考文献- 
久保田竜子（2012）「日本語教育における文化」『アメリカにおける日本語教育の過去・ 現在・未 
来』全米日本語教育学会・国際交流基金。 
細川英雄編（2002）『ことばと文化を結ぶ日本語教育』凡人社。 
細川英雄（2004）「「個の文化」再論-日本教育における言語文化教育の意味と課題」『21 世紀の日 
本事情』第 5 号、pp.36-51、くろしお出版。 
三代純平（2003）「「日本事情」教育における「個の文化」の意義と問題点－二つの授業分析から 
見えるもの」『早稲田大学日本語教育研究』第 2 号、pp.211-225、日本語教育研究科。 
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〔口頭発表〕 

 
アカデミックジャパニーズを通して日本を多角的に学ぶ 
―入門的な日本文化・ステレオタイプからの脱却を目指して― 

 
小澤咲（サラマンカ大学） 

 
本稿では、スペインの大学正規課程における日本語教育現場において行った、学習者の将来に繋が
る文化学習とアカデミックジャパニーズとの効率的な同時・相互学習を実現するための試みと評価
について報告する。主な実践内容は、①教師のサポートを受けながらの自律的な文化探求学習、②
アカデミックジャパニーズに沿った口頭発表およびレポート、③Can-doを用いた自己・他己評価
である。 
日本専攻の大学4年生文化学習においては、入門的な日本文化学習に終始せず、表面的な部分より
も一歩踏み込む実態的な学びが求められよう。本実践では、日本研究についての読み物を教科書と
して選定し、最終的には個人での関連テーマの調査学習と発表を行うことで、将来に繋がる文化学
習と大学レベルの日本語との効率的な同時・相互学習として実現させた。毎週の段階的な作文の宿
題とフィードバック、授業中における学生による調査の補助、また最終的な発表に至るまでの日本
語の指導といったプロセスから卒業後の日本留学への可能性ともなるアカデミックジャパニーズの
基盤が築かれた。同時に、学生たちにとって、今までインプットに傾斜しがちであった日本語の使
用をアカデミックなアウトプットへと昇華させることもでき、学生たちのアンケートからは、本実
践において大学教養レベルで日本についての多角的視点を取り入れたことによる、日本文化への捉
え方の変化が成果として見られた。 
本実践は、アカデミックジャパニーズと文化探求の相互的な観点から、大学教育だけでなく一般を
対象とした教育現場においても、入門から一歩踏み込み、ステレオタイプ的日本像から脱却し、各
々の関心に基づく日本文化の探求に歩み寄る際の参考の一つとされたい。 
 
-参考文献- 
鈴木美加・藤森弘子（2014）「can-doリスト開発プロセスにおける学習者の自己評価とその分析
」『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』40号53-68。 
西島順子（2013）「アカデミックな場における対話型口頭表現能力のCan-doStatementsを用い
た枠組作成の試み」『同志社大学日本語・日本研究』第11号69-90。 
三代純平（2003）「「日本事情」における「個の文化」の意義と問題点―二つの授業分析から見
えてくるもの―」『早稲田大学日本語教育研究』2 号 211-225。 
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〔口頭発表〕 

 
Uso de proverbios japoneses (諺 ) en las clases de nivel básico 

 
Alba Serra-Vilella（Universitat Autònoma de Barcelona） 

 
Los proverbios japoneses o kotowaza (諺) son una buena forma de combinar el estudio de la 
lengua y la cultura japonesas. Sin embargo, muchos proverbios incluyen palabras o formas 
verbales de uso poco frecuente en la lengua actual. Por este motivo parece difícil incluirlos en la 
enseñanza del japonés a un nivel básico, mientras que hay estudios que proponen este tema para 
un nivel intermedio y avanzado, como por ejemplo 岡崎 (2000) o 浮田 (1990), respectivamente. 
En este estudio proponemos una forma de introducción de proverbios en las clases de nivel básico, 
siguiendo varios criterios de elección. 
El corpus se compone de aproximadamente 30 proverbios, que han sido elegidos por el criterio de 
que contenga kanjis, palabras o estructuras gramaticales de nivel básico. Todos los proverbios 
deben contener mayoritariamente palabras y formas gramaticales adecuadas a este nivel. Además 
de exponer estos criterios, se recomiendan momentos adecuados para utilizarlos, por ejemplo 花
より団子 cuando se estudian las comparaciones. 
El objetivo es reforzar los conocimientos los lingüísticos de los estudiantes de una forma amena y 
divertida, proporcionándoles a la vez una forma de acercarse a la cultura. En nuestro caso, los 
proverbios se han usado con tres grupos diferentes de estudiantes, presentado uno de ellos al 
inicio de cada sesión como forma de empezar la clase y posteriormente comentando el significado 
y el trasfondo cultural, así como refranes parecidos en español. La reacción observada en los 
estudiantes ha sido positiva, pues algunos incluso lo mencionaron como aspecto positivo en una 
encuesta de satisfacción. En resumen, este estudio muestra que se pueden usar proverbios 
japoneses en clases de nivel básico para promover a la vez la adquisición de la lengua y de 
conocimientos culturales y expone el resultado después de haber probado este método con 
diferentes grupos 
 
-参考文献- 
岡崎正道（2000）「ことわざと日本語教育」、『Artes liberales』（岩手大学人文社会科学部紀要
67 巻）pp. 83-92. 
浮田三郎（1990）「諺教材を使った日本語上級授業の試み」、『広島大学留学生日本語教育』2 号、
pp. 1-12. 
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〔口頭発表〕 

文化を取り入れた授業の振り返りとその改善例 
 

高森 絵美（マドリード・アウトノマ大学） 
 
現在大学で担当している「日本語口頭表現」の授業（週 3 時間・15 週）は、5 つの大きなプロ
ジェクト（自己紹介、留学生へのインタビュー、1 分スピーチ、PPT を使った発表、劇）を行いな
がら進んでいく。その中の「PPT を使った発表」では、昨年度「日本とスペイン」というテーマの
もと、祭りや料理などのサブテーマを学生に選ばせ、両国における類似点や相違点をペアで調べて
まとめるという内容にしていた。しかし、文化教育に関する先行研究を把握してみると、今までの
授業に改善すべき点があることが分かった。 
 日本語教育における日本文化は、個人が自文化を含めた文化的営みに気づく手助けをするという
学習者中心主義的アプローチに移行している（細川 2000）が、学習者が自文化を文化適応の中心
に据えるという前提が存在することにより、母国文化が日本文化と対峙させられ、「あなたの国・私
の国」という二項対立に陥る可能性が指摘されている（牲川 2002）。また、気づきの過程が情報知
識に依存してしまうと、批判的に物事を考えられなくなる恐れがあるという（細川 2005）。さらに、
海外の現場では日本文化の多様性に気づく機会が少なく、ステレオタイプ化された認識が形成され
やすい。ただ、Macrae, et. al（1994）、塙（2004）によると、ステレオタイプは人間認識の過程
で生じるカテゴリー化の一種であるため、完全に人の心から消去することは不可能である。大切な
のは、その認識を自覚して、自らの思考や心の動きを客観視できるようになればいい。そして、そ
のためには日本文化の授業に雑種的な要素を取り入れること（久保田 2012、鈴木 2006）、価値観
を把握し、表現し、他者と共有し、反応を受けるという連鎖的プロセスを作ることが重要であると
いう（細川 2005）。 
 以上を踏まえ、今年度の授業ではインタビュー活動の前にステレオタイプを自覚する機会を作る
ことにした。また、PPT を使った発表では、「いろいろな日本」というテーマで知られていない日
本を発見するという内容にし、発表の後にクラス全体で内容に関する価値観を共有する時間を多く
取るようにした。 
 

-参考文献- 

久保田竜子（2012）「日本語教育における文化」、『アメリカにおける日本語教育の過去・ 現在・未来』全米日本語教育学会・ 

国際交流基金 

<https://www. jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/research/usreport/pdf/usreport3_04.pdf> 2018 年 1 月 22 日アクセス。 

塙誠一郎（2004）日本語学習者の「日本人の思考・行動様式に関するステレオタイプ認識」の意識化について、言語文化教育研究 

1,pp.12-31。 

細川秀雄（2005）「ことばと文化の切り結ぶ地平：実践と研究を通して見えてくるもの」、早稲田大学日本語教育研究 6, pp.113-123。 

細川英雄（2000）「ことばと文化はどのように教えられてきたか―『日本事情』教育研修小史の試み―」、早稲田大学日本語研究教育 

センター紀要13, pp. 103-112。 

MacRae, C. N., Stangor, C. and Hewstone, M. (1996) Stereotypes & Stereotyping. Guilford Press. 

牲川波都季（2002）同化主義としての「学習者中心」、早稲田大学日本語研究教育センター紀要 15, pp.163-177。 

鈴木貴美子（2006）日本語教育における「日本文化」についての理論的・実践的考察 ―クリティカルペダゴジーの視点か 

ら―、ICU 日本語教育研究 3, pp. 81-91。
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〔口頭発表〕 

複言語、複文化能力における「文化翻訳」のプロセスを探る 
―ライフストーリー・インタビューを通してー 

 
鈴木裕子（マドリード・コンプルテンセ大学言語センター） 

 
CEFR1では、その言語観として、複言語、複文化主義を挙げ、個人の持つ複数の言語、複数の文化
に焦点を当てている。「その人の言葉」を築きあげている複数の言語能力、その人が体験したすべて
の文化が混ざり合って作られた複文化能力を、唯一無二のものと考える。複言語、複文化能力を持
った個人は、どのようなプロセスで「文化翻訳」を行っているのか。その能力をどのように駆使し
て、新たに体験した「文化」を解釈するのだろうか。「文化翻訳」の定義については、様々な解釈が
あるが、Pym はその著書2の中で「本書では『文化翻訳』を物理的動き、翻訳者の位置、文化的異
種混淆、越境に関するものとして検討していく」と定義づけている。 
 日本語教育の中でも、「ことば」と「ぶんか」を融合する言語文化教育の重要性が唱えられて久し
い（細川 2011 ほか）が、日本語学習者が捉える「日本文化」とはどのようなものか。学習者の文
化認識についての研究として、「映像作品に対する文化解釈 －文化認識を活かした言語文化教育の
ための調査－」i（保坂・櫻井 2015）が挙げられる。この研究では、映像作品に意識的，無意識的
に埋め込まれた文化的要素を，日本語学習者が何をもって「日本的」と解釈するのか、三谷幸喜監
督の映画『ステキな金縛り』（2011 年東宝）を使って、日本，ベルギー，スペイン等 65 名に調査
を実施した。調査協力者は，個別に映画を視聴しながら「日本的」「日本的でない」と思った点を抽
出していった。本発表では、その調査協力を行ったスペインでのデータを基に質的分析を行う。デ
ータから「日本的」「日本的でない」の解釈に特徴的だった数名に注目し、ライフストーリー・イン
タビューを実施した。それぞれの複言語、複文化史を聞き、上記の調査で、「日本的」「日本的でな
い」と思った理由も語ってもらった。個々の持つ複言語、複文化能力の中で、「日本文化」をどのよ
うに「文化翻訳」し、どのように自分の文化の一つとして取り込んでいくのか。調査からは、個人
が「文化翻訳」を行う上で、「翻訳者の位置」についてどう意識しているかが語られた。また、複言
語、複文化を形成している個人の経験が「翻訳者の位置」にも大きく関与していることも明らかに
なった。 
 
-参考文献- 
Anthony, Pym. (1970) “Exploring Translation Theories”. Routledge 
Bennett, Milton, J. (1998). Intercultural communication: A current perspective. Yarmouth, 
ME:  
Intercultural Press Disponible Web en: 2019 年 4 月 5 日アクセス 
<https://pdfs.semanticscholar.org/ea2e/a5b092b30946b4717595dba81ffb0a24d9ff.pdf> 

アンソニー・ピム、武田珂代子訳（2010）『翻訳理論の探求』みすず書房 
奥村美菜子・櫻井直子・鈴木裕子 (2016)『日本語教師のための CEFR』くろしお出版 
保坂・櫻井（2015）「映像作品に対する文化解釈 －文化認識を活かした言語文化教育のための調
査－」2016 年度 日本語教育学会研究集会 第 9 回関西地区 
細川英雄編（2011）『ことばと文化を結ぶ日本語教育』凡人社 
三代純平編（2015）『日本語教育学としてのライフストーリー』くろしお出版

																													
1  Common European Framework of Reference for Languages 
2  Anthony Pym 著, 武田珂代子訳（2010）『翻訳理論の探求』みすず書房 
3 本研究は、平成 26～27 年度科学研究費基盤研究（C）「異文化間理解のための映像作品の文化
的要素に関する理論的・実証的研究」（課題番号 26370615、研究代表者 保坂敏子）による研究
成果の一部である。 
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〔口頭発表〕 
 

「ケース学習」を用いた異文化理解 
 

辻井さとみ（ポルト大学文学部） 
 

言語は文化と密接につながっている。日本の文化を知り、自国の文化との相違を意識することは、
異文化理解にもつながり、言語の学習においても重要な役割を担っていると思われる。筆者は「ビ
ジネスコミュニケーションにおけるケース学習」（近藤、金、池田2015）を学ぶ機会があり、それ
を日本語授業の異文化理解に応用できるのではないかと考え、実践を試みた。 
学習対象者はポルトガル語を母国語とし、レベルは日本語初中級、大多数は社会人である。彼らの
大半は、日本を訪れたことがなく、日本を訪れたことがある者も、短期訪問で、長期滞在したこと
はない。授業方法としては、日本への留学や日本企業で働く際に実際起こりうるケースを教師が作
成し、それをもとにクラスで討論を試みた。ケースには「本音と建前」「根回し」など日本独特の
慣習、慣例で、特に外国人には理解しにくいものを取り上げた。ケース学習のケースは中上級向け
に作成されているので、筆者の授業ではケース学習のケースよりも簡易な日本語を用い、初中級の
学習者にも内容が理解しやすいように工夫した。 
最終的には、プロジェクトとして、学習者自身がポルトガルで起こりうるケースを執筆したのち、
それをまとめて学生のケース集を作成し、日本とポルトガルの文化を比較するという形式をとった
。教師が作成したケースを読むだけではなく、自分が書くという行為により、自国の文化を見つめ
直す機会にもなり、それが外国文化への理解につながり、よい相乗効果があった。また、ケースを
使用して討論することにより、自国にいながら日本の慣習を体験、比較し、異文化を能動的に学習
することが可能になり、学習者はコミュニケーションにおける言語と文化のつながりの重要性を認
識できたと思われる。 
 
-参考文献- 
近藤彩・金孝卿・池田玲子(2015) 『ビジネスコミュニケーションのためのケース学習―職場のダ
イバーシティで学び合う解説編』ココ出版。 
近藤彩編著・金孝卿他(2013) 『ビジネスコミュニケーションのためのケース学習―職場のダイバ
ーシティで学び合う教材編』ココ出版。
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〔口頭発表〕 
 

相互理解のためのコミュニケーションと日本語音声教育実践 
 

大戸雄太郎（ボルドーモンテーニュ大学/早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 
 

異文化理解をめざす日本語教育においては、コミュニケーションをとおして、異なる文化的背景を
持つ他者との相互理解が求められている。こと口頭コミュニケーションにおいては、音声が重要な
役割を担っているが、日本語教育で音声が十分に扱われているとは言い難い。実際に、ヨーロッパ
出身の学習者が、音声を理由にコミュニケーションに問題があった例が報告されている（戸田2008
、大戸2018）。 
発表者は、フランスの某大学にて音声教育実践を立ち上げた。12週間の授業期間に、音声を学ぶ
理由を問題提起したのち、特殊拍、アクセント、イントネーションなどの音声項目の指導を行った
。会話文をペアで読み上げたり、発音を録音して相互に聞き合ったりするなどの実践練習を設け、
伝わりやすい音声をコミュニケーションの観点から考えた。 
授業後のアンケート51件の結果、学習内容が役に立ったと捉えた学生が94.1％という高い数値で
表れた。さらに学びたいことを記述する欄には、具体的な音声項目を挙げつつ知識を深めたいとす
る記述が見られ、音声項目の理解と焦点化が促されていることが分かった。 
音声習得は個人差や学習背景などの影響を受ける一方で、母語の影響も受けやすい。フランス語母
語話者とスペイン語母語話者には、上記の音声項目が難しいなど共通の特徴が見られる（西村・ハ
ースト2001、赤木2017）。そのため、本実践の成果はスペインでの音声教育にも応用可能である
。したがって、相互理解のためのコミュニケーションを促進する音声教育について提案したいと考
える。 
 
-参考文献- 
赤木浩文（2017）「スペイン語話者の日本語の発音学習及び指導について」、『外国語教育研究』
20、pp.132-150。 
大戸雄太郎（2018）「日本語学習者は日本語の発音をどのように学習してきたのか―ドイツ・イギ
リス出身の学習者の語りから」、『早稲田日本語教育学』25、pp.61-70。 
西沼行博・ハースト，ダニエル（2001）「フランス人の日本語発話に見る韻律の干渉」、国立国語
研究所編（2001）『日本語と外国語との対象研究Ⅸ日本語とフランス語―音声と非言語行動―』、
pp.41-59、くろしお出版。 
戸田貴子（編著）（2008）『日本語教育と音声』、くろしお出版。



 
第 5 回スペイン日本語教師会シンポジウム 

V Simposio de la Asociación de Profesores de Japonés en España 

	23	

	

〔口頭発表〕 
 

演技でスペイン文化を伝えよう 
―ドラマ技法を用いて学習者の主体性育成を目指す試み― 

 
加藤さやか（サラマンカ大学） 

 
本発表は、自律的学習者の育成を目的とし、スペインの大学で日本語を第二外国語として選択し

ている学生を対象に、ドラマ技法を用いて行った学習プロジェクトの実践報告である。 
学習者を「社会で行動する者」と位置づける CEFR を意識した日本語教育では、自分で考え判断

し、主体的に学習に取り組む自律的学習者の育成に現場で試行錯誤している教師は少なくない。本
発表もその試みの一つであるが、取り組みの新しい点は、スペイン文化を紹介するプレゼンテーシ
ョンにドラマ技法を取り入れたことである。渡部 2017 は、ドラマ教育を「学習指導の中に演劇的
活動を取り入れることで教科や専門領域の学びを充実させようとする活動一般」と広く定義し、そ
のような活動を授業に取り入れることによる利点として、学習者の課題への取り組みをより能動的
なものにすること、学習者同士の話し合いを基本とするグループワークを通して合意形成能力が育
まれ、それは異文化間リテラシーの形成につながることを指摘している。 
本学習プロジェクトでは、渡部がドラマ技法の一つとして挙げる演劇的形式を用い、「日本人にス

ペイン文化の本当の姿を紹介する」プレゼンテーションを、学生たちは単に「パワーポイントを見
せながら口頭で説明する」のではなく、「ニュースショー形式」で行う課題に取り組んだ。以下は、
プロジェクト実施の流れである。（1）学習者 3～4 名のグループに分かれる、（2）全体を見通す計
画を立てる、（3）リサーチワークを通して、プレゼンテーションで伝えたいメッセージを絞り込む、
（4）スキット（ニュースショー）の構成を考え、脚本を創る、（5）全グループでリハーサルを行
い、他のグループの発表にコメントをフィードバックする、（6）日本人学生の前で発表し、感想を
書いてもらう、（7）振返りを通して自己評価を行う。 
教師が特に意識した点は、スケジュール作りなど計画段階から学生たちに決定に関わらせたこと、

発表までのグループワークのプロセスが重要であると意識させたこと、初めて行う作業や課題の際
にはモデル例や書式を提示したことである。 
本発表では、プロジェクトの各ステップにおける具体的な工夫とともに、終了後に行う学習者各

自の「振返りシート」及び観客の日本人学生の「感想・コメントシート」の分析結果から、このプ
ロジェクトに見られた成果と今後の課題点について言及する。 
 
-参考文献- 
渡部淳（1997）「異文化間リテラシーと演劇的知」、異文化間教育学会編『異文化間教育11』pp.66-79。 
渡部淳（2017）「ドラマ教育の可能性」、『日本語学 vol.36-3』pp.52-62。 
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〔口頭発表〕 
 

海外の日本語教育の現場における音象徴の大いなる可能性 
 

大橋幸博（ラトビア大学） 
 

海外の高等教育機関における多くの日本語教育の現場では、文字を導入する際に音の指導はあるが
、音声に関する講義は行われていない。また、筆者が日本語を教えているラトビア大学でも同様で
ある。筆者がある文法を音の観点から分析している際に出会った音声の本には（川原2015, 2017
）、音象徴「音によって喚起される特定のイメージ」について書かれており、音声が専門でない者
にとっても、非常に分かりやすく、また面白い内容であった。そこで今回、2018年の秋学期に、
特別講義という形で、本の内容をまとめた音象徴の講義「45分」を行い、その後アンケート調査を
行った。対象者は大学生1年生～3年生の計35名で、学年別に行った。さらに、3年生のみ、講義
の1か月後に、今回学んだことを活かした音に関する調査のプレゼンもしてもらった。この講義の
目的は、まず学生に音声に興味をもってもらうこと、そして日本語の言葉を音声の観点からも興味
を持ってもらうことである。音象徴の講義では、英語の幼児語やスペイン語の指小辞の特徴や、学
生が好きなポケモンやゴジラなどを例に使い、人はどのような音を「大きい・小さい・鋭い・やわ
らかい・可愛い・心地よい・重い」と感じるのか、説明した。アンケート結果では、35名全員の講
義の満足度（10段階）が7以上で、満足してくれたという結果になった。高い満足度の理由として
は、音に関して今までこんなことを考えたことがなかったという答えや、可愛いキャラクターの名
前のルールが分かったなどの答えがあった。それから、今後このような音声に関する講義があれば
受けたいかという問いには、全員がまた受けたいと回答した。アンケート結果には、興味深い答え
もあり、ある学生は、なぜ自分の母語であるロシア語のダー「да: Yes」が、日本人に対して強く
聞こえるのか分かったと答えていた。また最後に、音象徴を実際に、どのように日本語教育に応用
できるのか、文字学習や文法の観点から提案する。 
 
-参考文献- 
川原繁人（2015）『岩波科学ライブラリー244 音とことばのふしぎな世界メイド声から英語の達
人まで』岩波書店 
川原繁人（2017）『「あ」は「い」より大きい！？音象徴で学ぶ音声学入門』ひつじ書房 
Makino, S., Tsutsui, M. (1986) A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan 
Times. 
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〔口頭発表〕 

 
CLIL を取り入れた日本語授業における学習者の学びについての一考察 

―「文化」をテーマにした素材を通して ― 
 

深川美帆（金沢大学国際機構） 
 

本発表は、CLIL（内容言語統合型学習）を取り入れた日本語授業において、「文化」や「歴史」を
テーマとした学習を通して日本語学習者が言語とともに、内容（コンテンツ）についてどのような
気づきや学びを得たかについて考察したものである。発表者は、日本国内の大学で学ぶ留学生を対
象に、日本語力の向上と日本文化・社会についての理解を深めることを目的として、大学の所在地
である石川県金沢市の歴史遺産「辰巳用水」を題材に、学期中の５～６回（１回 90 分）にわたっ
て CLIL を取り入れた日本語の授業を実践した。辰巳用水とは、江戸初期に旧加賀藩において金沢
城の防火や防御のために造られた用水で、現在も市内を潤す環境用水として活用されている国指定
史跡である。辰巳用水をテーマとして学ぶことで、日本の歴史的背景、科学技術、地理的要因とい
ったさまざまな観点から、現代の日本社会につながる地域の歴史および文化についての理解を深め
ることができると考えた。取り入れたのは、日本語力が上級レベルの日本語コースで、授業の構成
は、1)辰巳用水築造に至る歴史的背景、2)辰巳用水築造の過程について、3)素材の理解を深めるた
めの言語学習活動から成る。学習の形態としては、文章・資料の読解、映像資料の視聴、インター
ネットや図書を利用しての調査、授業でのディスカッション、報告など、CLIL の要素とされる 4C、
すなわち内容（Content）・言語（Communication）・思考（Cognition）・協学（Community）
を組み合わせた学習活動を取り入れた。この学習活動によって学習者にどのような学びや気づきが
あったかを明らかにするために、コースでの 3 期（1 期は半年）にわたる学習者 50 人分の授業で
のコメントや課題、アンケートを分析・考察した。その結果、このテーマでの学習を通して、日ご
ろよく耳にする歴史上の人物や、単に有名な観光地としての認識しかなかった歴史的建造物や名所
が、実はこの土地の歴史と深い関わりを持っていることや、それらが現代の日本人の生活とどのよ
うに繋がっているかについての新たな気づきが得られた様子が観察された。こうした学習成果が確
認できた一方、「歴史」や「文化」をテーマとした言語学習における困難点や課題についても明らか
になった。 
 
-参考文献- 
Coyle, Do; Hood, Philip; Marsh, David. 2012. C.L.I.L. Content and Language Integrated 
Learning. Cambridge University Press. 
池田真・渡部良典・和泉伸一（2011）『CLIL 内容言語統合型学習：上智大学外国語教育の新たな
る挑戦 第 1 巻原理と方法』上智大学出版。 
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〔口頭発表〕 

 
メタファーと文化  

―言語的普遍性と特異性 共感覚比喩を例に―  
 

元木智絵（サラマンカ大学）  
 

Lakoff＆Johnson（1980）が「言語活動のみならず思考や行動にいたるまで、日常の営みのあり
とあらゆるところにメタファーは浸透しているのである」と述べ、我々の思考そのものがメタファ
ー的であると主張して以来、概念メタファー理論が盛んとなり、メタファーは我々の物の見方を反
映すると同時に、我々も概念メタファーに基づいたり影響されたりして物を理解しているという考
えは定着してきていると言える。本発表では、日常生活の中のメタファーから共感覚比喩を例にと
り、言語的普遍性と、スペイン語との比較の観点からみた日本語の特異性を分析する。共感覚比喩
とは「柔らかな音」や「暖かい色」のように、ある感覚を表すのに別の感覚を表す語を使った表現
で、人間に備わる生理的、心理的な感覚間の対応現象を主な背景として成立していると考えられ、
言語の差を超えた共通性（言語的普遍性）の高い現象とみなされている。しかし例えばC. Classen
は、我々の知覚の仕方そのものや感覚意識も文化によって作られていると言う。そこで、共感覚比
喩を例にそこにどういう文化的背景が見られるかを考察する。  
応用認知言語学の発展に伴い、外国語学習のメタフォリカル・コンピテンスの重要性が認識されて
きている。本研究は、スペインにおける日本語学習者のメタフォリカル・コンピテンス向上のため
の基礎研究となるものを目指す。  
 
―参考文献―  
Classen, Constance (1993), Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and across 
Cultures, London, Routledge.  
深田智、仲本康一郎 (2008)『講座認知言語学のフロンティア3概念化と意味の世界』東京、研究社  
楠見孝編（2007）『メタファー研究の最前線』東京、ひつじ書房  
Lakoff, George y Mark Johnson (1980), Metaphors we live by, Chicago, University of 
Chicago Press.(渡部昇一他訳（1986）『レトリックと人生』東京、大修館書店)  
Lakoff, George y Mark Johnson (1999), Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and 
Its Challengi to Western Thought, Basic Books.  
Sweetser, Eve (1990) From etymology to pragmatics: metaphorical and cultural aspects of 
semantic structure, Cambridge, New York, Cambridge University Press.
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〔口頭発表〕 

La onomatopeya como vía a la cultura japonesa: 
claves del fonosimbolismo japonés para hispanohablantes 

 
Daniel Ruiz Martínez (Universidad de Salamanca) 

 
La abundancia y la riqueza de onomatopeyas de la lengua japonesa son de sobra conocidas. 
Diversos autores consideran que la onomatopeya japonesa es un reflejo de la sensibilidad cultural 
que el pueblo japonés demuestra sobre el mundo perceptible por los sentidos y, al mismo tiempo, 
los especialistas señalan la necesidad de que los aprendices de japonés como segunda lengua 
incorporen conocimientos sobre el léxico onomatopéyico para alcanzar una comunicación 
efectiva. 
La fascinación que la onomatopeya causa entre los aprendices de japonés choca, sin embargo, 
con el desafío de comprender y asimilar la especificidad y complejidad del sistema onomatopéyico 
japonés. Esta dificultad —que también padecen los profesores de japonés— se ve acentuada entre 
los aprendices hispanohablantes, cuyo sistema onomatopéyico es radicalmente diferente al del 
japonés. 
Partiendo de la base de que la comprensión y adquisición del fonosimbolismo japonés ayudaría a 
los estudiantes a apreciar la sensibilidad de la cultura japonesa, este trabajo recorre las principales 
aportaciones de la literatura académica sobre la onomatopeya japonesa con el objetivo de 
identificar los aspectos más dificultosos para los aprendices hispanohablantes que deseen asimilar 
esta categoría léxica y descifrar su sistematicidad. 
 
Hamano, Shoko. 1998. The Sound-Symbolic System of Japanese. Tōkyō: Kurosio. 
Herlofsky, William J. 1990. “Translating the Myth: Problems with English and Japanese 
Imitative Words”. Kakehi Hisao (ed.), Linguistic Fiesta: Festschrift for Professor Hisao Kakehi’ 
s Sixtieth Birthday. Tōkyō: Kurosio, p. 213-228. 
Makino, Seiichi y Michio Tsutsui. 1986. A Dictionary of Basic Japanese Grammar. Tōkyō: The 
Japan Times. 
三上 京子（2007）『日本語オノマトペとその教育』早稲田大学博士学位申請論文。 
田守育啓、 ローレンス・スコウラップ（1999）『オノマトペ：形態と意味』くろしお出版。 
角岡 賢一（2007）『日本語オノマトペ語彙における形態的・音韻的体系性について』くろしお出
版。 
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〔ポスター発表〕 

 
「能楽」をテーマとした体験型日本文化学習のコース・デザインと授業実践 

 
深川美帆（金沢大学国際機構） 

 
日本の大学で学ぶ半年または 1 年の短期交換留学生を対象に、日本および留学先の地域に根づく伝
統文化の一つである「能楽」（能と狂言）をテーマとして、日本語学習者（以下、学習者）が日本
の伝統芸能および文化について体験を通して学び、その理解を深めるコースをデザインした。本発
表では、そのコースでの教育実践について報告する。近年、海外での日本文化に対する興味・関心
の高まりもあり、日本の伝統文化に触れたいという目的で日本を訪れたり、それについて学びたい
という動機で留学する学習者が増えている。しかしながら、日本の伝統文化について理解しようと
する時、ともすれば表層的なレベルに留まって終わってしまう場合や、また一方で、深く学ぼうと
すると、言語の壁や文化リソースへのアクセスが難しい場合も少なくない。そこで発表者は、こう
した困難点を克服しつつ、大学教育として、より深い学びが実現できるコース・デザインが必要で
あると考えた。テーマとしては、特に留学先の地域の文化や歴史を通して日本を理解できるリソー
スとして「能楽」を取り上げた。コース・デザインにあたっては、日本文化への深い理解と学びを
目指した授業を実現するにあたり、専門家や関係の文化施設機関の協力も得て、その内容を構成し
た。コースでは、毎回「能楽」に関連するテーマ、例えば能楽で使われる伝統楽器「笛」「和太鼓」
などの伝統楽器や、伝統芸能である「能」「狂言」をテーマに、大学の能楽研究者の講義や実際に
地域で活躍している能楽師や狂言師を講師に迎えて、そのエッセンスを体験する授業の実践を行っ
た。コースの受講者は初級レベル修了以上の日本語を習得した留学生が主な対象者で、授業は日本
語を用いて行われたが、内容理解にかかわる語彙や説明には、必要に応じて日本語教師による言い
換え・説明や、媒介語（英語）による資料の補助を取り入れた。このコースを通して、学習者の理
解度や満足度、そして何を学んだかを、レポート、質問紙および授業観察を通して考察した。その
結果、学習者は、コース開始時は、能楽やその関連の日本文化について、伝統的なものに対する漠
然とした憧れや興味・関心から学習を始める場合が多いが、コースでの毎回のテーマを通して、日
本の伝統文化の特徴、ひいては日本文化や社会の特質についての気づきを得て、理解を深めていく
様子が観察された。今後は、学習者にとって、より理解が深まる授業形態や、授業内容の提示、学
習の進め方とはどのようなものであるかを、教育実践を重ねて研究し、明らかにしていくつもりで
ある。 
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〔ポスター発表〕 

 
個人授業における文化行事を取り入れた授業の紹介 

 
大石 恵（個人） 

 
日本のポップカルチャーの影響で、日本語への興味が湧き、日本語を学び始める学習者が多い。

また、漫画・アニメ・ゲームの中には、日本の歴史・伝統文化を題材としたものも多く、日常を描
いた漫画、アニメの中にも伝統的な行事などが描かれており、日本文化に対する興味を抱いている
学習者が多い。 
現在では、情報技術が飛躍的に躍進し、様々なツールも開発され、独学で言語を学習することも

可能となった。そのような時勢の中で、日本語の授業に求めるものも、単なる言語学習から、言語
を学びつつも、それと通して、文化の違いを理解して、日本人との円滑なコミュニケーションが出
来るような技術を学んだり、文化体験したり、することができるものに変わっていっているのでは
なかろうかとの仮説に基づき、文化体験やアニメなどで見かける行事を取り入れた授業活動を紹介
する。 
ここでは、日本語能力試験の N5 を取得したグループ（学生 4 人）と、日本語能力試験には関心

がなく、日本語学習歴が 6 年目になる社会人グループ（2 人）で行った授業活動を紹介する。特に、
学生グループでは、行事を取り入れた授業活動を紹介し、社会人グループでは、書道を取り入れた
活動を紹介する。この書道を取り入れた活動では、取り上げた言葉を選んだ理由や字を書く際にと
きに気を付けた点などを記録し、ポートフォリオとして活用している。それぞれの活動を、学習者
にアンケート調査で評価してもらい、その結果も報告する。 
 
-参考文献- 
森本康彦・永田智子・小川賀代・山川修（2017）『教育分野における e ポートフォリオ』ミネル 
ヴァ書房 
坪山由美子・梁島史恵（2010）「日本事情・日本文化を教える」『国際交流基金日本語教授法シ 
リーズ 第 11 巻』ひつじ書房 
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〔ポスター発表〕 

 
教師のための授業での文化的要素内省シートの開発 

―就労支援のための日本語クラスのシラバスと教案の分析から― 
 

中尾桂子（大妻女子短） 
 

McConachy (2009)は，言語教育場面で文脈から切り離された言語表現のみの学習が行われるこ
とが多いという問題を指摘し，meta-pragmatic awareness に働きかけた指導や振り返りの機会
を授業に導入しやすくする「社会文化的文脈要素」の分析ツールを提案している。これは，英語学
習者と英語教師が文脈を意識して言語学習を行うために，Hymes（1972）開発の mnemonic で
ある SPEAKING モデルに沿って，教師が適切で有用な問いかけを行う際の指針を，テーブルの形
に整理したものである。このツールを用いることで，言語教育の教室や教科書に含まれる文化的要
素に対する学習者の解釈と批判的思考力向上を助けることができる。 
今回は，McConachy (2009)の SPEAKING を，東京都区内で実施した定住者のための就労支援

日本語クラスの授業デザインと授業の分析に応用した結果から，①文脈的要素と授業内容との関連
を踏まえたコースデザインの分析点，ならびに，②個々の授業デザインである教案の中の文化的側
面への配慮のポイント，③分析時に利用した内省シートの利点を報告する。 
就労支援日本語クラスの目的は，日本の職業安定所での就職活動の流れを理解して各自のキャリ

アデザインを作成し，日本語表現の使用意図を知ることにある。テキストは独自教材で，授業で提
示された表現を学習者自らが選択して，ビジネス場面における会話に参加することを学習目標とし
ている。2018 年度のテキストには，会話の場面や日本事情に関する英語の説明があったが，日本
のビジネス場面でよく使用され得る表現を「当為」のものとして練習する割合が多く，背景知識が
異なる多国籍の，特に，初級学習者には，十分に表現の意図がつかめないまま，文脈から切り離さ
れた言語表現のみを丸暗記することも多かった。テキストの利点と，各課の文化的文脈を効果的に
生かす言語練習を指向し，テキスト使用法と授業の展開方法を，シラバスと 2018 年度の教案に基
づいて分析的に検討した。結果，登場人物，表現方法，行動目的，意図といった社会的文脈を意識
するための教師からの問いのタイミング，学習者が文脈を分析的に内省する学習活動の組み込み方，
内省シートの汎用性が確認された。日本語教育での文化的要素焦点化の一試案が示せたものと考え
る。 

 
-参考文献- 
McConachy, T. 2009. “Raising sociocultural awareness through contextual analysis: some 
tools for teachers”. ELT Journal, Vol 63, Issue 2, p.116‒125, UK: Oxford University Press. 
           Hymes, Dell. 1972. "Models of the interaction of language and social life". In 
John Gumperz and Dell Hymes (eds.) Directions in sociolinguistics: the ethnography of 
communications. New York: Holt, Rinehart and Winston, pp. 35-71.
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〔パネル発表〕 
 

文化の中の漢字 
－非漢字圏学習者のための漢字学習－ 

 
APJE 漢字研究会 

（板倉法香・伊丹弘子・大石恵・篠崎摂子・鈴木裕子・根元佐和子） 
 
 ヨーロッパの言語教育政策の基準となる CEFR では、学習者を社会で行動する者（social agents）
と捉え、その行動中心アプローチの考え方から、学習項目や授業、評価においても学習者が実際に
行っている言語活動をありのままに反映させることを考えている。ヨーロッパ言語にはない漢字能
力も、課題遂行のために使用される言語知識の一つであり、日本語の生活、文化を知るために、ま
た、日本語でのコミュニケーションを遂行するためにも不可欠なものと言える。 
 しかしながら、非漢字圏のヨーロッパの学習者にとっては、足枷にもなりえるのが漢字学習であ
り、漢字学習は教師にとって悩みの種と言っても過言ではない。漢字の学習方法としては、習得や
練習のために様々な教材が出ているが、非漢字圏で生活し、普段漢字に接する機会の少ない学習者
が、日本語初級の段階から、漢字を語彙として捉え、自分の生活の中に漢字を感じられる学習法、
学習者のモチベーションを上げていける漢字学習とは果たしてどのようなものなのだろうか。また、
Social agents として学習者には課題遂行のためにどのような漢字語彙が必要なのだろうか。 
 「APJE 漢字研究会」は毎週火曜日に行われている教師会の勉強会に参加する教師たちの声、漢
字学習への悩みから立ち上がった研究会である。研究会では、初級（A1）の学習者が遭遇するであ
ろう課題遂行の場面を CEFR が提示する 14 の項目に分け、そこで使われる語彙から 101 の漢字を
選んだ。その漢字語彙をもとに、スペイン語母語話者が初級から、自分で学べる漢字学習教材
「¡Vamos! 101 Kanji: los primeros kanjis para hispanohablantes A1（仮）」を現在、作成中
である。 
 シンポジウムでは『文化とは何かー日本語教育における文化の多様性ー』がメインテーマである
が、パネル発表では日本の文化の中で漢字にフォーカスを当てる。第一部では、研究会メンバーの
在住するスペイン、フランス、ポルトガルの様々な現場で行われている漢字学習の実態と問題点、
国際交流基金『まるごと』の漢字学習実践などを報告する。第二部では、研究会発足の経緯、作成
している「¡Vamos! 101 Kanji: los primeros kanjis para hispanohablantes A1（仮）」の作成
プロセス、教材試作版の紹介、漢字練習問題に関する学習者へのアンケート結果を発表する。パネ
ルを通して、非漢字圏学習者に文化の中の漢字をどのように伝え、導いていくかについて考えてい
きたい。 
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〔飲食店マップ〕 
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COCKTAIL (懇親会) 
 

FECHA Y HORA: 14 DE JUNIO DE 20:00 A 21:30  
LUGAR: RESTOBAR “GEMA PENALVA” 

 

	

	

YOGURT DE COCA AMB TONINA 

TORTILLA EN DECONSTRUCCIÓN 

TARTAR DE SALCHICHÓN 

GAZPACHO DE SANDÍA 

CUCHARITAS DE ENSALADILLA RUSA 

COCA DE MOLLITAS CON SALAZONES 

MINI CROQUETAS DE JAMÓN 

 

POSTRES: 

CREMOSO DE MASCAROINE CON DÁTIL Y TEXTURAS 

DE CHOCOLATE DE LA VILA 

 

BEBIDAS: 

AGUA, REPRESCOS, CERVEZA DE BARRIL, VINO BLANCO, TINTO DE LA CASA 
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第 5 回スペイン日本語教師会シンポジウム実行委員会 

 
【実行委員長】 板倉法香（アリカンテ） 
【査読委員長】 野崎美香（ア・コルニャ） 

【実行委員（五十音順、敬称略）】 
赤星通子（ムルシア）・伊丹弘子（リスボン）・今枝亜紀（マドリード）・小澤陽（アリカン
テ）・加藤さやか（サラマンカ）・鈴木裕子（マドリード）・高橋水無子（サンティアゴ・デ・
コンポステーラ）・高森絵美（マドリード）・田寺由香（グラナダ）・塚田真由美（バジャド
リード）・林田慶子（マドリード）・福居薫（アリカンテ）・Belarte Luque, María Teresa
（バレンシア）・ Martínez-Oliva Puerta, José Antonio （ムルシア）  
 
【協力】国際交流基金マドリード日本文化センター 
篠崎摂子・宮島知 
 

【ポスターデザイン】 米田真由美（アリカンテ） 

 

【スペイン日本語教師会 賛助会員】 Librería 「Aprendejaponeshoy」 
 
	

Comité organizador del V Simposio de la APJE 
 
【Presidenta de la organización 】	 Norika Itakura (Alicante) 
【Responsable del comité revisor de ponencia】	 Mika Nozaki (A Coruña) 

【Miembros del Comité organizador (por el orden alfabético)】 
Aki Imaeda (Madrid)・ Emi Takamori (Madrid)・ Hiroko Itami (Lisboa)・ José Antonio 
Martínez-Oliva Puerta (Murcia) ・Kaoru Fukui (Alicante)・Keiko Hayashida (Madrid)・María 
Teresa Belarte Luque (Valencia)・Mayumi Tsukada (Valladolid)・Michiko Akaboshi (Murcia)・
Minako Takahashi (Santiago de Compostela)・ Sayaka Kato (Salamanca)・ Yo Ozawa 
(Alicante)・Yuka Tadera (Granada)・Yuko Suzuki (Madrid) 
 
【Colaboradores】 Fundación Japón, Madrid  
Tomo Miyajima・Setsuko Shinozaki 
 
【Diseño de la portada y el cartel del simposio】	 Mayumi Yoneda (Alicante) 
 
【Socio de apoyo de la APJE】	 Librería “Aprendejaponeshoy” 
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