
日時：2018年 6月 17 日(日) 10:00～17:30
会場：早稲田大学（戸山キャンパス）文学学術院

36号館 6階

【特別企画セッション】
10:00～12:00（9時30分 受付開始）
使用言語：日本語，英語（英日通訳）

自立学習支援の方法―韓国語の例を中心に－
자립 학습 지원 방법-한국어 사례를 중심으로-

Tips and Tools for Improving Learner Autonomy -Focusing on examples from Korean-

クレアフランシス（グリネル大学）：アメリカの大学の事例

클레아 프란시스（그린넬대학）： 미국 대학 사례
Claire Frances （Grinnell College）：Examples from an American college

印省熙（早稲田大学）：日本の大学の事例

인성희 （와세다대학교）： 일본 대학 사례
Sunghi In （Waseda University）：Examples from a Japanese university

The 78th Meeting of the Japanese Society of Korean Language Education

第78回朝鮮語教育学会例会

会員無料・非会員500円（事前登録は不要です。ご自由にご来場ください)

朝鮮語教育学会事務局（問い合せ） mail@jakle.sakura.ne.jp

【総会と研究発表】13:30～17:30 使用言語：日本語，韓国語
◇開会挨拶

◇2018年度総会

◇研究発表



Date：10:00~17:30，Sunday, June 17, 2018

Place：6th floor, 36th Bldg., Faculty of Letters, Arts and Sciences, 

Toyama campus Waseda University

Special Session
Language: English and Japanese 

10:00~12:00（9:30 Registration）
“Tips and Tools for Improving Learner Autonomy”

–Focusing on examples from Korean-

Claire Frances （Grinnell College）

Examples from an American college

Sunghi In  （Waseda University）
Examples from a Japanese university 

The 78th Meeting of the Japanese Society of Korean Language Education

第78回朝鮮語教育学会例会

Program

Admission: members Free，non-members ¥500 

JaSKLE office（Contact） mail@jakle.sakura.ne.jp

78th meeting 13:30~17:30 Language: Japanese and Korean 

◇Opening remarks

◇General meeting

◇Individual Paper Sessions



プログラム

【特別企画セッション】 10:00-12:00 （36号館6階 681教室）

自立学習支援の方法―韓国語の例を中心に－

자립 학습 지원 방법-한국어 사례를 중심으로-
Tips and Tools for Improving Learner Autonomy -Focusing on examples from Korean-

クレア フランシス（グリネル大学）：アメリカの大学の事例

클레아 프란시스（그린넬대학）： 미국 대학 사례

Claire Frances （Grinnell College）：Examples from an American college

印省熙（早稲田大学）：日本の大学の事例

인성희 （와세다대학교）：일본 대학 사례

Sunghi In （Waseda University）：Examples from a Japanese university

【総会と研究発表】 13:30-17:30 （36号館6階 681・682教室）

◎開会挨拶

◎2018年度総会（36号館 681教室）

◎研究発表

【第一会場 (36号館 681教室）】

13:45-14:35 小島大輝（近畿大学）

韓国語母語話者の依頼メールにおける展開と表現

의뢰 사항에 대한 한국어 모어화자의 전자 메일―전개와 표현을중심으로―

14:40-15:30 宇都木昭（名古屋大学）・神長伸幸（早稲田大学）

学習者のハングル書き取り能力はどう変化するのか？―音節書き取りテストの予備的分析―
학습자의 한글 받아쓰기 능력은 어떻게 변화하는가?―음절 받아쓰기 테스트의 예비적 분석―

15:45-16:35 山下誠（高等学校韓国朝鮮語教育ネットワーク）

ハングル学習における帰納的な指導法の可能性－高等学校における気づきを重視した体験型の指導

事例について

귀납적 한글 교수・학습 방법의 가능성-고등학교에서의 깨달음을 중요시한 체험형 지도

사례에 대하여

16:40-17:30 三木貴司（Cornell University）
言語学習におけるＩＣＴ活用事例―アメリカの場合
언어 학습에서의 ICT활용 사례―미국의 경우

【第二会場 (36号館 682教室）】

13:45-14:35 吉川寿子・辻靖彦（放送大学大学院文化科学研究科修士課程情報学プログラム）

成人学習者を対象とした韓国語会話能力向上のための反転授業の実践

성인 학습자를 대상으로 한 한국어 회화 능력 향상을 위한 플립 러닝 수업 실천

14:40-15:30 金珉秀・村上治美（東海大学国際教育センター）

学習言語を相互に利用した異文化理解授業－韓国語教育の視点から見た授業の実際－

학습 언어를 상호 이용한 이문화 이해 수업–한국어교육의시점에서 본 수업의 실제-

15:45-16:35 南潤珍（東京外大）・Yi Yeong-il（東京大学大学院博士後期課程）

日本語話者のための韓国語教育用語彙目録の要件および開発の実際

일본어화자를 위한 한국어교육용 어휘목록의 요건 및 개발의 실제

懇親会 18:00-20:00 （学内，38号館戸山カフエテリア・洋食立食）
参加費 4000円（飲み放題ではありません）

事前申し込み必要 6月8日（金）までに金亨貞（lunar337@gmail.com）宛にお申込みください。





会場地図(早稲田大学戸山キャンパス:36 号館) 

東京メトロ 東西線早稲田駅 ２番出口より徒歩3分
東京メトロ 副都心線西早稲田駅より徒歩12分
JR 山手線 高田馬場駅より徒歩 20 分
西武新宿線 高田馬場駅より徒歩20分

日曜のため，学内の飲食施設は営業していません。昼食は学外のお店をご利用下さ
るか，ご持参ください。飲食持ち込みの場合， 2 階(36 号館の入り口) のラウンジが
利用可能です。

← 学会会場

← 懇親会会場

早稲田駅の２番出口を
出て左の方向へ


