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台湾における日本語関連の大学院 

 台湾の日本語教育はピラミッドの頂点から大きく変わろうとしている。

1968 年の中国文化大学の大学院設立を皮切りに、その後緩やかに増加し、

現在全土で９校を数える。近年の大学などの（応用）日本語学科の増加、

高学歴社会の流れに棹さすかの如く、今年度は北部の台湾大学、政治大学、

南部の長栄大学と一挙に３校が成立し、それぞれの大学院では日本語能力

の養成だけではなく、専門知識を兼ね備えた人材の育成を目指している。

来年度にも設立が予定されている大学院もあり、今後もこの傾向は続くも

のと思われる。 

 以下は台湾の各大学院の授業科目及び担当教授並びにその職位と最高学歴である。但し最終学歴に関しては、各

大学のホームページ及び関係者の方から提示があった通りに記載した。なお、設立年度の後ろに（*）の印があるもの

は、社会人向け大学院（碩士在職專班）が併設されていることを表す。今回は紙面の都合により社会人向け大学院は割愛した

が、次号以降掲載を予定している。 

 

〈北部〉                                    ※〈 〉内は日本語関連の大学院の設立年度 

私立中国文化大学日本研究所（1968年設立）              http://db.pccu.edu.tw/dept/crg_group/crrmjs/ 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

第1学年 英 文                   韓麗儀 英語学科専任副教授 カナダ・トロント大学哲学修士 

  日本文化研究           蔡華山 兼任教授 東洋大学国文研究科文学博士 

  中日比較文學研究       劉崇稜 兼任副教授 大東文化大学文学研究科文学修士 

  研究方法與論文寫作     張啟雄 兼任教授 東京大学社会学博士 

  日本近代史研究          陳鵬仁 專任教授兼系主任 東京大学国際関係学博士 

  日本經濟研究           孫炳焱 兼任教授 東京大学能楽経済研究科農業経済学博士 

  日本古典文學研究        齋藤正志 專任副教授 二松学舎大学国文研究科文学博士 

第2学年 日本政治研究            陳鵬仁 專任教授兼系主任 東京大学国際関係学博士 

  日本研究專書研讀         陳伯陶 專任教授 青山学院大学文学博士（教育学専攻） 

  日本語教育              陳伯陶 專任教授 青山学院大学文学博士（教育学専攻） 

  日本近現代文學          洪樵榕 兼任教授 二松学舎大学国文研究科文学博士 

  現代中日外交研究      張啟雄 兼任教授 東京大学社会学博士 

  日本政治思想史研究      傅琪貽 兼任教授 台湾師範大学歴史研究所文学博士 

  日本教育制度史研究      彭炳進 兼任副教授 芦屋大学教育学博士 

 

私立東呉大学日本語文学系碩博士班(1980年設立)*                    http://www.scu.edu.tw/japanese/ 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

〈修士〉 日本文學研究（一） 曽秋桂 兼任副教授 広島大学社会科学研究科博士 

第1学年 日本古典文學研究 頼振南 兼任副教授 東北大学文学修士 

  日本語學研究（一） 頼錦雀 専任教授 東呉大学文学博士 

  日本語音研究 董昭輝 兼任教授  米テキサス大学オースティン分校言語学修士  

  現代漢語研究 李存智 兼任副教授  台湾大学中国文学研究所博士  

  日語教學法研究（一） 陳淑娟 専任教授 東呉大学文学博士 
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  日本文化研究 陳艶紅 兼任副教授  東呉大学文学博士  

 翻譯研究 朱廣興 専任副教授 大阪大学博士課程修了 

  研究方法論 王世和 専任助理教授 安田女子大学文学博士 

  日語電腦輔助教學研究 林文賢 専任副教授 東呉大学文学修士 

第2学年 日本文學研究（二） 黄錦容 兼任副教授 東呉大学文学博士 

  日本語學研究（二） 田中章夫 客員教授 東京教育大学博士課程 

  中日語言對比研究 湯廷池 客員教授 米テキサス大学オースティン分校哲学博士  

  日語文法專題研究 林錦川 専任教授 中国文化大学修士 

  日語課程設計與演習 林文賢 専任副教授 東呉大学文学修士 

  日語教育資料研究 頼錦雀 専任教授 東呉大学文学博士 

  論文寫作指導 長友和彦 兼任教授  南カリフォルニア大学大学院言語学科博士課程中退  

  中日比較文化研究 塚本照和 兼任教授  東北大学博士課程修了  

〈博士〉 日語音聲音韻專題研究Ⅰ 湯廷池 客員教授  米テキサス大学オースティン分校哲学博士  

第1学年 日語語彙專題討論Ⅰ 田中章夫 客員教授 東京教育大学博士課程 

  日語教育學文獻研究專題討論Ⅰ 蔡茂豐 客員教授 筑波大学学術論文博士 

  日語教育方法專題討論Ⅰ 蔡茂豐 客員教授 筑波大学学術論文博士 

  日語音聲音韻專題研究Ⅱ 湯廷池 客員教授  米テキサス大学オースティン分校哲学博士  

  日語語彙專題討論Ⅱ 田中章夫 客員教授 東京教育大学博士課程 

  日語教育學文獻研究專題討論Ⅱ 蔡茂豐 客員教授 筑波大学学術論文博士 

  日語教育方法專題討論Ⅱ 蔡茂豐 客員教授 筑波大学学術論文博士 

 

 

私立淡江大学日本語文学系日本研究所（1983年設立）*                http://www.jp.tku.edu.tw/Index_C.htm 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

第1・2学年 日本金融制度研究 張捷昌 兼任教授 東北大学経済学修士 

  日本人権法專題研究(一） 胡慶山 兼任助理教授 北海道大学法学博士 

  國際法構造專題研究 許慶雄 専任教授 近畿大学法学博士 

  日本教育改革研究(一） 闕百華 専任助理教授 東北大学教育学博士 

  日本研究專題討論 瀧澤武 専任助理教授 米サウスダコタ大学教育学博士 

  外來思想與文化（一） 劉長輝 専任副教授兼系主任 筑波大学哲学博士 

  日本國憲法 許慶雄 専任教授 近畿大学法学博士 

  日本經濟發展與技術進歩（一） 任耀廷 兼任副教授 東京大学農業経営学博士 

  日本經濟與企業（一） 任耀廷 兼任副教授 東京大学農業経営学博士 

  日本近代專題研究(一） 馬耀輝 専任副教授 東京大学総合文化研究科博士 

  日本國憲法與國際人權條約（一） 胡慶山 兼任助理教授 北海道大学法学博士 

  日本企業經營（一） 蔡錫勳 専任助理教授 東北大学経済学博士 

  植民地統治研究 富田哲 専任助理教授 名古屋大学国際開発研究科博士 

第2学年 論文 劉長輝 専任副教授兼系主任 筑波大学哲学博士 

 

 

私立輔仁大学日本語文学系碩士班(1993年設立)                 http://www.jp.fju.edu.tw/ 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

第1学年 日本文化研究（一） 黄翠娥 副教授 東北大学文学修士 

  日本教育研究（一） 許孟蓉 副教授 東北大学教育学博士 

  日本近代文學研究基礎編（一） 坂本さおり 助理教授 広島大学教育学博士 

 日本經濟發展研究（一） 劉慶瑞 助理教授 神戸大学経済学博士 
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  中日比較文學（一） 陳明姿 兼任教授 東北大学文学博士 

  日本社会問題研究（一） 呉素倩 兼任教授 東洋大学社会学博士 

  英文導讀（一） 張寶燕 兼任教授 輔仁大学言語学研究所修士 

  財經口譯 楊承淑 兼任教授 東北大学文学修士 

  文學理論與作品讀法（一） 簡瑛瑛 兼任教授 米イリノイ大学比較文学博士 

  現代日語諸問題之研究（一） 黄鴻信 兼任副教授 東北大学文学博士 

  日本美術史論 陳階晉 兼任助理教授 神戸大学文学博士 

第2学年 平安朝物語文學研究（一） 頼振南 副教授兼系主任 東北大学文学修士 

  近現代中日互動之研究 何思慎 副教授 政治大学東アジア研究所法学博士 

  日本近代文學研究理論編（一） 横路明夫 副教授 輔仁大学翻訳大学院翻訳学修士 

  日本中世文學專題研究（一） 楊錦昌 副教授 東北大学文学修士 

  日語教學專題研究（一） 馮寶珠 助理教授 東京外国語大学学術博士 

  翻訳研究：理論與實踐（一） 林水福 兼任教授 東北大学文学博士 

  多媒體英語聽力（一） 洪振耀 兼任副教授 独ゲッティンゲン大学言語学博士 

 

 

 

私立銘伝大学応用語文研究所日語組(2000年設立)   http://www.mcu.edu.tw/department/app-lang/japan/index.htm 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

第1学年 英文 陳亦蘭 専任副教授 米ワシントン大学教育博士 

  日本語學研究(一) 王敏東 専任副教授 大阪大学文学博士 

  日語教育研究 林長河 専任副教授兼系主任 東呉大学文学博士 

  日語教學法研究 林長河 専任副教授兼系主任 東呉大学文学博士 

  語言學 趙順文 兼任教授 東京外国語大学博士 

  研究方法論 横田隆志 専任助理教授 神戸大学文化学博士 

  日本文法研究 澤田深雪 専任助理教授 英オックスフォード大学言語学博士 

  日本事情 林照雄 専任教授 神戸学院大学経済学博士 

第2学年 英文 艾麗蓮 専任教授 米マサチューセッツ大学教育修士 

  課程設計 林長河 専任副教授兼系主任 東呉大学文学博士 

  語彙研究 王敏東 専任副教授 大阪大学文学博士 

  教学法 林長河 専任副教授兼系主任 東呉大学文学博士 

第1･2学年 日語教育文獻選讀(一) 谷光忠彦 客員教授 中央大学文学修士 

 

 

 

国立台湾大学日本語文学系碩士班（2003年設立）          http://www-ms.cc.ntu.edu.tw/~japanese/ 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

第1学年 中日比較文學研究 陳明姿 教授兼系主任 東北大学文学博士 

  日本近世文學研究 趙姫玉 教授 お茶の水大学文学博士 

  自然主義與反自然主義 米山禎一 教授 米シアトルワシントン大学文学修士 

  一般言語學 趙順文 教授 東京外国語大学言語学博士 

  中日文化比較研究 何瑞藤 兼任教授 東洋大学文学博士 

  日語文章論 謝豐地正枝 副教授 名古屋大学博士課程修了 

  現代日語諸問題之研究 黄鴻信 副教授 東北大学文学博士 

  日本文化史研究 徐興慶 副教授 九州大学文学博士 

  漱石文学研究 范淑文 助理教授 お茶の水大学文学修士 
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  日語教學法研究 加藤清方 客員教授 慶応大学文学研究科博士課程修了 

  日語教育工學 加藤清方 客員教授 慶応大学文学研究科博士課程修了 

  認知科學與電脳教學 加藤清方 客員教授 慶応大学文学研究科博士課程修了 

  日語教材開発論 加藤清方 客員教授 慶応大学文学研究科博士課程修了 

 

 

国立政治大学日本語文学系碩士班（2003年設立）                http://japanese.nccu.edu.tw/ 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

第1学年 研究方法與指導(上)  傅琪貽 専任教授兼系主任 国立師範大学歴史研究所博士 

  研究方法與指導(下) 黃錦容 専任副教授 東呉大学日本語文学系博士  

  文獻導讀A 小林幸夫 専任副教授 筑波大学歴史人類科研究科博士課程修了 

  中日文化交流研究(上) 岡本さえ 交換教授 仏パリ大学人文学科博士 

  中日文化交流研究(下) 傅琪貽 専任教授兼系主任 国立師範大学歴史研究所博士 

  日本歴史研究 (上) 小林幸夫 専任副教授 筑波大学歴史人類科研究科博士課程修了 

  日本歴史研究 (下) 于乃明 専任教授 筑波大学社会科学研究科博士 

  日本文學研究 黃錦容 専任副教授 東呉大学日本語文学系博士  

  日語文法研究 蘇文郎 専任副教授 東呉大学日本語文学系博士  

  日本外交研究 (上) 于乃明 専任教授 筑波大学社会科学研究科博士 

  日本外交研究 (下) 劉德海 専任教授(外交系） 米アリゾナ大学東アジア研究博士 

 

 

〈南部〉 

国立高雄第一科技大学応用日語系碩士班（2001年設立）*         http://www.nkfust.edu.tw/~unit15/ver31/ 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

研究方法 林水福 専任教授兼外語学院長及び系主任 東北大学文学博士 

統計與評量 楊徳源 金融系専任助理教授 カリフォルニア大学経済博士 

日本文學專題 林水福 専任教授兼文学院長及び系主任 東北大学文学博士 

翻譯理論研究Ⅰ･Ⅱ 林水福 専任教授兼文学院長及び系主任 東北大学文学博士 

日語教育學研究Ⅰ･Ⅱ 張金塗 専任副教授 広島大学日本語教育学博士 

日本政經專題研究Ⅰ･Ⅱ 呉春宜 専任助理教授 京都大学法学博士 

日本流通專題研究Ⅰ･Ⅱ 許英傑 行銷流通系専任副教授及び系主任 慶応義塾大学商学博士 

日本地域構造研究Ⅰ･Ⅱ 劉伯雯 専任副教授 立正大学文学博士 

中日語言文化比較研究Ⅰ･Ⅱ 黄愛玲 専任助理教授 大阪大学言語文化学博士 

日本産業社會學研究 張瑞雄 専任副教授 筑波大学社会学博士 

日本文化史研究 城地茂 専任副教授 英ロンドン大学文学博士 

台日異文化交流專題研究 黄振原 専任助理教授 立命館大学文学博士 

口譯理論研究 王珠惠 専任講師 輔仁大学翻訳学修士 

日本人力資源管理專題研究 張瑞雄 専任副教授 筑波大学社会学博士 

日本文化構造專題研究 城地茂 専任副教授 英ロンドン大学文学博士 

台日社會與文化比較研究 黄振原 専任助理教授 立命館大学文学博士 

第1学年 

中日口譯研究 王珠惠 専任講師 輔仁大学翻訳学修士 

日文資訊管理與應用 城地茂 専任副教授 英ロンドン大学文学博士 

翻譯實務專題研究Ⅰ･Ⅱ 林水福 専任教授兼外語学院長及び系主任 東北大学文学博士 

日本近代現代文學研究Ⅰ･Ⅱ 林水福 専任教授兼外語学院長及び系主任 東北大学文学博士 

日語教育史研究Ⅰ･Ⅱ 張金塗 専任副教授 広島大学日本語教育学博士 

第2学年 

日本風土專題研究Ⅰ･Ⅱ 劉伯雯 専任副教授 立正大学文学博士 
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日語教材教法研究Ⅰ･Ⅱ 黄愛玲 専任助理教授 大阪大学言語文化学博士 

日本行銷專題研究Ⅰ･Ⅱ 許英傑 行銷流通系専任副教授及び系主任 慶応義塾大学商学博士 

口譯專題研究Ⅰ･Ⅱ 王珠惠 専任講師 輔仁大学翻訳学修士 

台日勞資關係比較研究 張瑞雄 専任副教授 筑波大学社会学博士 

日本勞工問題專題研究 張瑞雄 専任副教授 筑波大学社会学博士 

台日關係比較研究Ⅰ･Ⅱ 呉春宜 専任助理教授 京都大学法学博士 

日本科技史研究 城地茂 専任副教授 英ロンドン大学文学博士 

日本科技專題研究 城地茂 専任副教授 英ロンドン大学文学博士 

台日近現代文明比較研究 黄振原 専任助理教授 立命館大学文学博士 

 

日本文化教育專題研究 黄振原 専任助理教授 立命館大学文学博士 

 

 

私立長栄大学日本研究所（2003年設立）            http://www.cju.edu.tw/~h-japanese/home.htm 

  科目 担当教授 職位 最終学歴 

第１学年 中日比較文學研究（一） 森安雅子 専任助理教授 岡山大学文学博士 

  中日語言對照研究（一） 謝逸朗 専任教授兼系主任 徳島文理大学文学博士 

  日本語法研究（一） 陳姿菁 専任助理教授 お茶の水大学人文科学博士 

  日語音聲・音韻研究（一） 中澤信幸 専任助理教授 名古屋大学文学博士 

  日本法律問題研究（一） 陳俊郎 兼任教授 明治大学法学博士 

  林金莖 専任教授 亜細亜大学法学博士 

  黄敏助 兼任教授 拓殖大学商学博士 

  

日本政經專題（一） 

呉春宜 兼任助理教授 京都大学法学博士 

  日本國土開發與環境保育（一） 黄景川 兼任教授 東京大学工学博士 

  日本語言學概論 是澤範三 専任助理教授 大阪大学文学博士 

  日本風土文化（一） 劉伯雯 兼任副教授 立正大学文学博士 

※上記表作成にご協力くださった各大学院関係者の方々にお礼申し上げます。（編集担当者） 

新設大学院  
● 国立台湾大学日本語文学系碩士班 
 定員10名。日本文学・日本語学の研究を特色とし、副専攻として日本文化
関連の科目も履修できる。今学年度は、日本の交流協定校から客員教授を迎え、

日本語教育関連の科目も開講される。 

主任 陳明姿教授 
● 国立政治大学日本語文学系碩士班 
定員10名。総合的文化における人文・社会科学関連の研究者育成を目指し
た修士コース。基礎研究に重点を置いており、学生に学術文献や原文を多く講

読させ、情報収集能力の養成を図る。 
主任 傅琪貽教授 

● 私立長栄大学日本研究所碩士班 
定員14名。日本研究を主眼とした修士コース。日本語学・文学・文化だけ
でなく、経済・政治・外交・科学技術といった分野の科目を開講し、各分野で

活躍できる人材の育成を目指す。 
   主任 謝逸朗教授 
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台湾日語教育学会座談会 

 
６月 28 日（土）、「日本語教育と日本研究の接点
を求めて」をテーマにした座談会が、政治大学の季

陶楼で開催された。座談会は、「台湾の日本研究を

解析」「日本研究の在り方と将来」「台湾のウェブサ

イトについて」「通訳訓練と教学の改革」「日本語教

師育成の未来像」「応用日本語とは？教育と研究」

「『国語』教師と『日本語』教師」の７項目からテ

ーマについての活躍な発表と意見交換が行われた。

台湾日語教育学会では、12 月６日（土）にも国際
シンポジウムを予定している。 

2003 年度日本語教育夏期研修会 

 
宮崎里司先生（前列中央）と受講生 

8月 30、31日（高雄）、9月 2、3日（台中）、5、6日
（台北）において、2003年度日本語教育夏期研修会が
開催された。講師は早稲田大学大学院日本語教育研究

科の宮崎里司助教授。「台湾における“日本事情”教育

を考える」というテーマで行われた今回の研修会は、

従来考えられていた「日本国内の日本事情」とは異な

る「海外での日本事情」をもう一つの日本事情と捉え、

台湾における日本語のインターアクション能力の習得

という観点から、台湾南部、中部、北部それぞれの地

域に即した「日本事情」用リソース作りを行った。 

 

 また、外国人力士や温泉のアメリカ人女将などの実

例を挙げ、自然習得環境の中で社会文化能力を習得し

ている「自律学習」に焦点を当て、「日本事情」能力習

得についての具体的な解説が行われた。さらにマルチ

メディアを利用した遠隔教育や、宮崎助教授が中心に

なって開発したオンデマンド型教育*による日本語教
育の方向性が示された。 
 多様な発想や考え方が提示された今回の研修会は、

台湾の「日本事情」教育に新たな切り口を示すものと

なり、参加者を通じた各教育機関の日本語教育への波 
及効果が期待される。 
＊オンデマンド型教育＝ビデオ映像の配信だけでなくＢＢＳ等を通した担当

教員との質疑応答も可能なシステム 

日本語教育特別講演会 

 

 7月 12日(土)、日本語センターにおいて、望月圭子
先生(東京外国語大学助教授)を講師に迎え、日本語教
育特別講演会が行なわれた。テーマは「日本語学習困

難点と中国語」。 
6つのトピック「『は』と『が』」「場所に関る『に』
と『で』」「自動詞と他動詞」「音韻論(phonology)」「モ
ダリティ表現」「『た』と『了』」から中国語と日本語の

対照について例を挙げながらの話は、分かりやすく、

とても有意義であった。効果的な教授法の一つとして、

学習者の母語をふまえ、対照したうえでそれを学習者

に提示するという試みがあるべきだと提案された。 
講演終了後の質疑応答では、質問も多く活発な議論

が交わされ日中対照言語学の関心の高さがうかがえた。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾日語教育学会座談会 

第一日 
１時限：新しい日本事情：「理解から行動」へ 
２時限：もう一つの「日本事情」を取り入れた

日本語教育 
３時限：意見交換会 

第二日 
１時限：これからの日本語教師と学習者が考え

ること 
２時限＝これからの日本語教育 
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日本語センター研修会のお知らせ 

2003年度 中等教育機関日本語教師研修会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
担当：上條/2422 池田/2424 許/2431 

 
2003年度第３回特別講演会予定 

 
 
 
 
 

担当：上條/2422 武下/2424 許/2431 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２回特別講演会（望月圭子先生） 

 

研修会申込み方法 

FAXでの申込み 

申込用紙に必要事項を記入の上、FAX にてお申し込み
ください。申込用紙は①「日本語センターHPよりダウン
ロード」するか、②「各教育機関に送付する案内状」もし

くは、③「本誌『いろは』に同封した申込用紙」をご使用

ください。 
 

E-mail での申込み 
 お使いのコンピュータがウイルスに感染していた場合、

添付ファイルでお送りいただいた申込書はサーバーが自

動的に削除し、受付できなくなることがありますので、以

下の方法で送信してください。 

1.交流協会台北事務所のホームページにある研修会参加

申込書をダウンロードする。 

2.ダウンロードした申込書をコピーし、直接メールにペー

ストする。 

3.そこに必要事項をご記入し、送信する。 

※ 送信の際は、必ず〔ツール－開封確認メッセージの要

求〕で「開封確認メッセージの要求」をチェックして

ください。 
 

研修者 ID（登録番号）について 

 2003 年 10 月より、研修会に申し込まれた方には 研修

者 IDをお知らせします。２回目以降の申込みは研修者 ID

と必要事項を記入するだけで結構です。住所や電話番号な

どに変更がある場合は、申込書に変更を記入しお送りくだ

さい。研修者 ID は、研修会申込み後にお送りする案内で

お知らせします。FAX でお申し込みの方には郵送（宛名ラ

ベルに明記）で、E-mail でお申し込みの方には E-mail で

お知らせいたします。 

 
 

○第１回 10月 18日(土) 14：00～17：00 
講 師：鄭壹芬先生(東呉大学日文系専任講師) 
     張麗珍先生(台北市士林高商専任講師） 
テーマ：「高校における日本語教育の実践報告」 
受付期間：9月 22日(月)～9月 26日(金) 

○第２回 11月 8日(土)  14：00～17：00 
講 師：頼錦雀先生(東呉大学日文系教授) 
テーマ：「高校におけるコースデザイン」 
受付期間：10月 20日(月)～10月 24日(金) 

○第３回 12月 13日(土)  14：00～17：00 
講 師：馮寳珠先生(輔仁大学日文系副教授) 
テーマ：「高校の入門期における指導法」  
受付期間：11月 24日(月)～11月 28日(金) 

○第４回 1月 10日(土)  14：00～17：00 
講 師：河村裕之先生(淡江大学日文系専任講師) 
テーマ：「日本語教育を通して『異文化理解』を 

考える」

受付期間：12月 22日(月)～12月 25日(木) 

日 時：10月 5日(日) 9：30～11：30 
講 師：滝沢直宏先生(名古屋大学大学院助教授) 
テーマ：「コーパスを利用した日英語の研究と教育」

受付期間：9月 18日(木)～9月 25日(木) 

交流協会日本語センター 
 TEL：02-2713-8000 
  FAX：02-2713-0705 
E-mail：nihongo@mail.japan-taipei.org.tw

 URL：http://www.japan-taipei.org.tw/ 
 

http://www.japan-taipei.org.tw
mailto:nihongo@mail.japan-taipei.org.tw
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台湾応用日語学会国際 

学術会議 

 9月27日（土）高雄第一科技大学
にて「異文化コミュニケーション－

台湾と日本、そして世界－」をテー

マにシンポジウムが開催されます。 
台 湾 応 用 日 語 学 会 の HP 
http://ccms.nkfust.edu.tw/~ajpn/ga
kkai 
 

日本留学総合説明会 

 10月5日(日)、13時より天成大飯
店にて日本留学総合説明会が行われ

ます。ブース形式の学校説明および

「日本留学最新の傾向と対策」とい

うテーマで講演が行われます。お問

い合わせは、台日交流促進会 
(02)2389-8376まで。 
 

日本留学フェア 

10 月 18 日（土）、高雄福華大飯店、

19日（日）台北国賓飯店にて「日本

留学フェア」が開催されます。専門

学校、日本語学校によるブース形式

の学校説明会や日本の教育制度の説

明が行われる予定です。 

 

第３回文藻週 

 10月20日（月）から24日（金）

まで文化祭が開催されます。日本語

学科では、言語コンテストや卒業公

演が行われる予定です。お問合わせ

は、文藻外語学院日本語学科

07-342-6031内線248 まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア航空杯 

日本語スピーチ 

コンテスト 

 南部地区（彰化県以南）は 11 月
29 日（土）に高雄漢来大飯店にて、
北部地区（台中・南投・花蓮以北）

は11月30日（日）に台北喜来登大
飯店にて決勝大会が行われます。応

募の締切は北部地区が10月24日ま
で、南部地区が10月20日まで（消
印有効）です。応募条件、その他詳

細はアジア航空公共関係部にお問い

合わせください。 
 

台湾日語教育学会 

シンポジウム 

12月6日(土)、政治大学公企中心
国際会議庁(台北市金華街 187号)に
て「日語教育与日本研究」をテーマ

に国際学術シンポジウムが行われま

す。お問い合わせは、政治大学日本

語文系02-2938-7685まで。 
 

台湾日本語文学会 

 12月20日（土）YMCA城中会所
にて年度大会が行われます。谷脇理

史（早稲田大学文学部教授）、長友和

彦（宮崎大学教育文化学部教授）、野

田尚史（大阪府立大学総合科学部教

授）の講演、および会員の発表が行

われる予定です。 
 
 

お詫びと訂正 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ９月の予定 
 27(土) 台湾応用日語学会国際学術

会議（高雄第一科技大学） 
 
10月の予定 

4(土) 台湾南部日本語教師定例会 
   （高雄市立高雄高級中学） 
 5(日) 日本留学総合説明会 

（天成大飯店） 
18(土) 日本留学フェア・高雄 

 19(日) 日本留学フェア・台北 
 20(月) 第3回文藻周～24(金) 
 
11月の予定 
 1(土) 高中・高職スピーチコン 

テスト（東呉大学） 
 7(金)・8(土) 第2回日本漢学国際学
術シンポジウム（台湾大学） 

 16(日) 日本留学試験 
 28(金) 台湾日本語言文芸研究学会 
 29(土) 淡江大学国際会議 
    日本アジア航空杯南部地区ス

ピーチコンテスト 
30(日) 日本アジア航空杯北部地区ス

ピーチコンテスト 
 
12月の予定 
 6(土) 台湾日語教育学会シンポジウ

ム（政治大学） 
 7(日) 日本語能力試験 
 13(土) 高等教育機関スピーチコン

テスト（台湾大学） 
 20(土) 台湾日本語文学会年度大会 

 6月20日発行『いろは』第11期4ページの「高苑技術学院 第一回カラオケコンテスト」の内容に誤りがありましたの

で訂正いたします。 

・高雄市の高苑技術学院 → 高雄県 

・安室奈美恵の「Can you celebrate」を歌った５年生 

の黄佳屏さん → 「a walk in the park」を歌っ 

た４技２年生 の王瓊瑛さん 

読者の皆様ならびに関係者の方々にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 
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