
一 年 の 活 動 を 振 り 返 っ て

MJOT運営委員会代表

蘊 SS ILONA

今年のハンガ リーの夏は涼 しい 日があった り、暑い日があった りと、天候不順な 日々

が続いていますが、会員の皆様におかれま してはお元気でお過 ごしのことと思います。
さて、夏体みも半ばを過ぎ、そろそろ新学期の準備が始まります。M」oTの代表を

引き受けましてからの一年、さまざまな出来事がありました6こ の一年、皆さんのご協
力があったからこそ、なんとか大きな失敗もなく過ごせたのだと深く感謝致しておりま
す。MJOT活動のメインとなるセミナ■では色々と興味深い講演を聞いたり、勉強に
なる話し合いが行われました。そして、卒業試験‐,入学試験も無事に終わ りました。来
年度からEUシステムにしたがって、新しい中級。上級大学入学資格試験が導入されま
すから、MJOTと してもヨーロッパの教育政策の流れとニーズに合わせた日本語教育
の研究・研修が取り組みの主たる課題になるのではないでしょぅか。そして直接教育に
携わっている私達日本語教師が、この新学期より教育現場でシステムに合わせた指導を
実践して行かなければなりません。

この他にこの一年の活動で特記すべき出来事がありました。それは 臨 OTを法人化
するかどうかの重大な決断をするために開かれた 1月 の臨時総会です。総会の構成員で
ある正会員の賛成多数により、運営委員会は即、法人化のための次の作業に入りました。
法人化されるまでにはまだ少し時間がかかるようで、弁護士の指示に従い、裁判所から
の認可を待つている状態です。|

そして最後に、去る 7月 8日 1教育省外郭組織の O【V高校卒業試験担当官との面談
がありました。そこではこれまでの卒業試験の問題ィ像を説明すると共に MJOTの活動
を理解 していただきt担当者からは新システムにっいての説明を受けま した。そして
MJOT発足以来課題としていた高校卒業試験の作成を RIJOT(含む MIЛ〕T非会員 1

名)に任せられ、8月 4日 に MJOTの主導のもと、第 1回 目の高校卒業試験作成委員
会 (仮称)を開いて、2005年度からの高校卒業試験試案作 りに取り組みました:

これからもMJOT会員として、日本語教師として、様々な新しい役譲‐や責任が出て
きますが、より充実した活動ができるように取り組んで行きましょう:新学期に向かっ
て、皆さんのご健康とご活躍をお祈り申し上げますg
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覧観顎酬讐駆
前回は日本から、今回は南半球の国からのお便

りです。

特別会員

大 杉 千 恵 子 さん

NZ(ニユ~ジーランド)では 1987・ 8年の 2年間、日本語を教えていました。日本の面積の

3/4の国土、人口はようやく最近四百万人に達したという自然豊かなこの国の風景は最近の

映画などで再認識されるようになつたようです。南半球に位置し、8月 は冬の NZか ら、久し

ぶりに垣問見た日本語教育の一端をお知らせしたいと思います。

ハンガリーと決定的に異なる点は NZが英語圏であるということです。そして日本語はフラ

ンス語等と並んで第二外国語 (選択)のひとつとして教えられています。主に中等高等教育

機関において 1980年代半ばから 1990年代後半まで日本語学習者は増え続けましたが、2000

年以降中等教育に新試験制度取り入れたこともあり、日本語を取る生徒は減少傾向にあるそ

ぅです。試験でいい成績を取るためには、日本語で苦労するより、比較的容易に良い点が取

れる科目に生徒が流れていくということらしいです。この傾向は今も続いているようですが、

それでも日本語教育を行つている教育機関は 400以上という、世界第 5位 (1998)の位置付

けです。ちなみに学習者数は 4万人以上で、教師数は 650人、NZの高校、大学で日本語を学

び、教員資格を取つた現地の人たちも多く教壇に立っています。1教師会も地域ごとのもの、

全国組織のもの等、色々あり、場合によっては日本人だけで集まつたりすることもあるよう

です。1980年代日本語ブームの始まりの頃は教師不足で、ドイツ語教師が、日本人の奥さん

がいるというだけで校長先生から日本語を教えるように頼まれ、今ではその奥さん共々二人

で日本語教師になつてるという人もいます。また、最近では初等教育機関でも日本語を導入

しょぅという動きもありますが、現在のところはNZ人の日本語教師が養成されているものの、

生徒数が減少している状況で、日本語教師の職は飽和状態になつているようです。

もう一つの大きな違いは日本との感覚的距離にあるのではないかと思います。NZは移民の

国で、ありとあらゆる国からの人々が暮らしています。日本を含む外国との往来が盛んで、

日本に興味を持つ人が日本⌒行きたいと思えば、すぐにでも行ける様々な機会が豊富にあり

ます。日本からの旅行者も多く、より密な交流による『近さ』が日本語教育普及の一因にな

っているようです:なにかのきつかけで日本に興味を持つた高校生が学校で日本語を取り、

自分で日本留学の機会を見つけてきて、高校の時点で日本に 1年滞在し、その後は自らが英

語教師として日本↑行くなどということが、その気にさえなれば比較的簡単にできるようで

す。

最近の興味深い現象としては、NZ日 本語教育における中国人や韓国人の存在です。NZヘ

は英語を学ぶためにアジアなら多くの留学生が来ます。NZにいる間に英語だけではなく、つ

いでに日本語も勉強しようというのです。大学での日本語学習者も減つてきた昨今、中国か

らの留学生が大量に日本語を取り始め、クラスの半分以上が中国人学生という大学の日本語

授業もあり、中国語での私語やカンニングに神経をすり減らすという教師もいます。

交流基金からはアドバイザTが 2人派遣され、公的な行事などももちろんありますが、そ

れぞれの地方での個別の活動がより盛んですふ日本留学の際ミ和太鼓に魅了されて帰国した

NZ人学生達自らの率いる和太最グループが NZ各地を演奏旅行するようにまでなつていたり

もしています。日本までの実際の距離はハンガリーからと変わらないのですが、NZか らは日

本が比較的近いように感じられます。      |

奎篤告盤篤黒1 。篠勧

Nzからの便り



MJOT会員の研究発表、報告 のコーナー !

今回は 8月 下旬の欧州 日本語 シンポジウム

(仏・ リヨン市)で発表予定の佐藤先生から
CEFについて、8月 上旬の購本語教育研究国
際大会 (東京)で ヒダシ先生が発表 した CEF
の詳細、そしてセーカーチ先生からは 2005年
から導入のハンがリー大学入学資格試験とMJoT
の取り組み経緯報告を掲載します。

①『 ヨーロッパ日本語教師会 (AJE)に よるCЁFの取り組み』
ヨーロッパ日本語教師会
CEFプ ロジェク ト委員会委員

佐 藤  紀 子
ヨーロッパ日本語教師会 (略 して AJE)は 、昨年国際交流基金日本語国際センター と委託契約を結

び、ヨーロッパにおける言語教育に関する最新の動向と日本語教育事情の調査プロジェク トを進めて
います。本プロジェクトには、イギリス・ベルギー・フランス・ ドイツ・アイルラン ド・スイス、そ
してハンガリーの 8カ国が参加 しています。MJOT会員の方々には、昨年末本プロジェク トに関連 し
てアンケー ト調査へのご協力を仰ぎ、多くの方から回答を頂きました。この場を借 りて、お礼を申し
上げます。

皆様 も良くご存知 と思いますが、欧州議会が出版 した 「ヨーロッパにおける言語共 i_m枠組み
(Common European Framework of Reference for Language:Learning,teaching,assessment》 :CEFJ は、 2003
年に改定されたハンカ

゛
リーの公教育の基準をなすナショナルコアカリキュラム(Nemzeti Attaptanterv略 して

NAT)において、現代外国語教育のガイ ドラインとなつています。従つてハンがリーの日本語教育も、遅か
れ早かれ、この CEFの基準に基づきtカ リキユラムやシラバスを作成 していかなければならなくなる
でしょう。ハンがリーでは 2005年度から大学入学資格試験が新しい制度に移行しますが、その出題基準
もこの CEFに合わせて変わることが決まっています。中級 。上級という2レベルによる大学入学資格
試験(Ёrettsё gi Vizsga)に おける日本語の試験もt新たに出題基準が作成され、試験 F「E題が作られる
ことになっています。

従つて、ハンカ
゛
リーにおいて日本語教育に携わる教師全てが、日本語教育のガイ ドラインをなす CEFを

知る必要性が出てくると思われます。今後ヨーロッパの外国語教育に大きな影響を与えて行くと思わ
れる CEFの概要をつかみ、その有効性を検証しようとする今回の AJEプロジェクトとそれへの参加は、
ハンがリーの日本語教育界にとって大きな意義あることだと考えます。CEFは ヨーロッパにおける外国語
教育の透明性を高め、国際協力を推進していくことを目的としていますが、その教育ツールの一つで
ある「ヨーロッパ言語ポー トフォリオ (European Language Portfolio:ELP)」 に関しても、ハンカ

゛
リーは

教育省の主導で当初より開発に参加しており、すでに初等・中等・成人教育用の ELPが認定(2001年 )

を受けています。
プロジェクトの報告書は来年出版される予定です。ハンカリーも参加 している本プロジエク トの成果を

MJOT会員の皆様とも共有できる力■と思います。ナショナルコアヵリキュラムにおける現代外国語教育
のガイ ドラインと日本語教育との関わり、ELPをハンカ

゛
り=の 日本語教育へ応用することは可能か、など

M」OTと して取り組む価値は大いにあると思われます。今後も会員の皆様といつしょ:こ協力し合いなが
ら、取り組んでいきたいと考えています。

②「ヨー ロシパにおける 日本語教育を考 えるJ

神田外国語大学・ハンがリープダペス ト商科大学

Hidttsi Jtdit
日本語教育研究国際大会 (2004年 8月 6-7日 東京)

テーマ :世界の日本語教育のあしたを語るシンポジウムⅡのパネル



パネラー :Chihiro Kinoshita― Thomson(豪州 )

胡 振平 (中国)  Hidasi」 udit(欧州)

梁 安玉 (香港)  李 徳奉 (韓国)

博 ○胎 (台湾)低 名の表記はレジュメ通り)

牧野 成一 (米国) 西原 鈴子 (日 本)

文化的にも言語的にも多様なヨーロッパでは、外国語教育に長い伝統がある。 ヨーロッパの学校教

育において、日本語が外国語として登場 してきたのは 80年代である。
・
日本語を学習する目的や動機

はさまざまであるが、主に実践的な使用を目的として選択されている。

現在、ヨーロッパの人々はだれでも、高校卒業までに母語以外の、少なくとも二ヶ国語が使えるよ

う期待されてお り、これが一般的目標になつている。この動向は、ヨーロッパが多言語 。多文化であ

るという認識を内外に高め、かつ相互理解を深めようとすることから生まれたものである。

欧州共通言語フレームワーク

この目標を具体化するため、欧州評議会 Council of Europeは「欧州共通フレームワーク cOmlnOn

European Framework of Reference for Language(CEF)」 を策定した。 この言語教育政策の枠組みは、
ヨーロッパにおける言語教育のシラバス、カリキュラムのガイ ドライン、試験、教科書などの向上の

ために詳細な共通基準を規定しているこ2004年 8月 現在、日本語をも含め 10ヶ 国語でそのサイ トに

アクセスできる。http://wwsoce niio ac.Jp/jgg/jggla/1ibrary/cetverzeichnise html

欧州各国間の流動性が高まるなか、交換留学などによる学生の流動性、労働力や雇用可能人口の移

動な どを考慮 して、統一的観点 を築 く目的で、言語 の能力別達成 レベル (Levels of Language

Proficiency Achievement)を 統一的に評価する様式が提案された。そこでは達成度別にまず二つの大

きなレベル :AOB・ Cに分け、それをさらに枝分かれさせる「枝分かれ方式」(hypertext)が採用されて

いる。

A                      B                      CA

礎段階の言語使用

B

立段階の言語使用

りよカ

Ｕｓｅｒ
、、

Ｃ２

ｅｎｔ　
　
　
坊

ｍ
　
　
　
″

Ｐｒ。

／
／

Ｃ‐

一とるみてし

ｔＵｓｅｒ．．Ｂ２期
日こめたる

Ｕｓｅｒ
、
＼

Ａ２

　

る
。

容

か

内

分

の

が

Ａｌ
ベノレ
畔

レ

しヽ

各

詳

Baslc

/

段階 欧州評議会の共通参照レベルシステム 日本語能力試験

Al Bre漁厳ou曇

サバイバル
4級

A2 Waystage 4/3級
Bl Threshold

ベー シック

3級

B2 Vantage

操作能力が限定 されている熟達度

3/2級

Cl Ettctive Operational Proflciency

適切な操作が可能な熟達度
2級

C2 Mastery

ヤスター 総合的に操作できる熟達度

1級

この表に基づいて、中等教育を終了した段階で、第一外国語では少なくともB2レベル、第二外国語

で少なくともBlレベルに達することが期待されている。さらに実際の運用を目的とした European

La鶴田藤POf01lo(ELP)と いう統一した表か様式があり、学習した全言語について能力別達成レベルに

即して、自分で成績を評価 0記入できるようになってぃる。進学したり、あるいは転校したりする時、

これを提示すれば進度と学力がすべて判断できるようになつている。



ELPは、言語学習、文化知識習得の分野でヨーロッパ各地において使用されてお り、学習者の言語
学習への参加、内省を活発にさせ、複数言語主義(Pl耐 hgudism)、 異文化学習を促進するための教育
的手段 として位置付けられている。ELPは以下の二つの分野に分かれている。

Langutte passpo貢   言語パスポー ト

Lanttage biography 言語学習記録

Dossier       資料集

ここでいう言語パスポー ト(Lanwge Passpo武)は、ヨーロシパ評議会の設定した 6段階の熟達度の各レ
ベルにおいて、学習者が自分自身で学習言語の達成度をスキル別に細かく記録していくものである。
スキルは、今までのシステムと違つて、新たにリスエング、リーディング、スポータン・インタラク
ション、スポークン 0プロダクション、ライティングという5分野に分けられてお り、各スキルに幾
つかの項目がある。興味深いのは、かつての「スピーキング」スキルの細分化である。これは明らかにく
ヨ∵ロッパの外国語教育で現在、スキルのうち、スピーキングが一番重要視されている事を反映して
いる。偶然ではないと思われるが、2000年、京都外国語大学を中心とした国際研究グループによって
発足した「欧州教材プロジェクト」は「ィンタラクティブJ方式の教材作成を目指している。
さて、このスキルの自己評価の方法は、ELPの大きな特徴で、また利点でもある。教える側とともに、
学ぶ側でも責任感が強まる事が望まれている。

ヨーロッパにおける日本語教育の将来
日本語は世界の 127ヶ 国教えられているとされるが(国際交流基金(2004)『2003年 日本語教育機関調

査 :結果概要』h詢ノ/1闊岬。ip£ 2ooipパムapan i/news/0407/07101.hml)、 いうまでもなく教え方や学習の仕
方は場所や文化によって異なる。外自語をハー ドウ■アとするなら、教育や教え方はソフ トウェアで
ある。そのソフトウェアが文化や地域によつて違 うことを認識するなら、一日もはやく相手国の文化
や地域性に見合つた日本語教授法を確立することが望ましい。口∵カルニーズを認めるソフトウェア
が現地の人々にとってより使いやすく効果的だからである。日本語教育の将来をこういう立場から考
えて行かなければならない。2001年から導入されているCEF「欧州共通言語枠組み」はヨーロッパ全
土で利用されているので、ヨーロッパにおける日本語教育のあり方を考える時、この枠組みにおける
方針や期待に沿うことも一つの前提条件としてゆく必要がある。

このたびヨTロ ッパ日本語教師会 (AJE)は 「ヨーロッパ日本語教育事情調査 :ヨ ーロッパにおけ
る堅固共通枠組みをめぐってJと いう題目で、国際交流基金日本語国際センタTよ り2003年に業務
委託を受けた。AJEが調査、執筆して、2005年春には交流基金より報告書が発行される予定である。
2005年は “EU一 Japan pё opleto peopleyer'に なつているので、これをきっかけに、日本とヨーロッ

パの間の関係の強化に積極的に貢献する事が望まれる。日本語教育面においては、ヨーロッパでの日
本語教育の効率をどんな方法で、どんなふうに上げればいぃかということが、日本語教育関係者、教
師や研究者の大きな課題であろう。
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③2005年度か ら導入 され る中級・上級大学入学資格試験

MJOT運営委員会代表補佐 (教育政策担 当)

|      セーカーチ  アンナ
ハンガリー日本語教師会は発足以来、機会あるごとに高校卒業試験をテーマにセミナーを開き、また、
「高校卒業試験を考える会Jと名付けられた集まりでは卒業試験全般の問題点、卒業試験実施後には

受験者の成果報告と試験問題そのものの問題点等を話し合つてきた。セミナーにおいても、考える会
での話し合いでも最大のネックになつていたのが MJOTには教育省とのパイプがない事であった。こ

のため、高校卒業試験の試験問題に問題があつても、それを是正する事はできなかつたし、MJoTが
試験問題作成に加わる意思さえ教育省に伝える事ができなかった:

2003年 10月 、H歯山lvy高校で行われた会議では、教育省国際部の Natt GabOr氏 により05年度か

ら導入される中級・上級大学入学資格試験の説明があつたものの、曖昧な点が多く、参加者の一人と

して大変不満が残る会議であつた。

新制度導入の次年度もこれまでと変わらず MJOTは蚊帳の外で、教壇に立つ者は新資格試験のはっ

きりした基準も分からない状態で授業を開始するのかと暗浩たる気持ちでいた所、誠にひょんなこと
から、教育省外郭組織である 0で狩 (高校卒業試験・大学入学資格試験担当機関)よ リトgOT代表に

電話連絡が入つた。そこで MЮT運営委員会よりnss,Goto,SzOkacs、 昨年より上記機関にコンタクト

を取つていた ELTEの Szab6を加えて、4名 で 7月 8日 にO壼押へ足を運んだ。
OKЁVの担当官 Po鶴頭cZ氏 は o5年度から導入される中級 。上級大学入学資格試験制度や、試験問

題について、英語の問題を例にしながら細かく説明 してくれた。以下に新制度について詳細を記す。

新制度では、まず大学の入試制度が変わる。従来あつた高校卒業 (大学入学資格)試験と大学入学

試験が 1本化され、各大学が実施 していた入学試験が廃止される。それに代わって、 2レベル (中級

と上級)の大学入学資格試験が導入される。試験科目は 5科 目で、4科 目 (①ハンガリー語ハンガリ
ー文学あるいは少数民族の言語とその文学、②歴史、③数学、④外国語)が必須で、残り1科 目は自
由選択科目である。各大学は学部ごと、学科ごとに受験科目とレベルを設定しているので、受験生は

進学希望大学の学部 0学科が設定している受験科目で受験し、設定されているレベルの点を取らなけ
れば合格できないことになる。

さて、中級レベルの大学入学資格試験の筆記試験Fn5題は全国統一のもので、試験会場は受験生が通
う高校となる。口述試験の問題作成と評価も、受験生が通う高校の教師が詳細な出題基準に基づいて

作成する。

次に上級レベルの大学入学資格試験。出題基準は高い。筆記・口述ともに全国統一試験である。筆
記試験の採点はある特定の選出された二名の評価委員によつて行われ、日述試験もある特定の選出さ
れた三名の試験官で組織された試験委員会によつて行われる。上級口述試験の受験者が多い場合は委

員会が高校へ出向いて口述試験を実施する。試験は 120点満点。高校の成績で60点まで取得可能。
残り60点は資格試験の成績で決まる。上級試験受験者で40%以上の成績を取つた者は 1科 目につ

き 7点のプラス得点 (2科 目まで)を獲得する事ができるため、134点が満点となるケースも生じ
る場合がある。

現在上級レベルが大学入学条件とならてぃるのは人文学部Ⅱ(Bё lCSOSZ 2)に 限られており、日本学
科は中級レベルの合格で入学できる。本年まで入学試験が行われていた ELTE日 本学科や Karoli大学
日本学科の05年以降の受験科目は前述の受験科目の④外国語は、英語またはドイツ語または日本語
となる。要するに日本語ができる生徒だけでなく、全くできない生徒も上記大学の日本学科へ進学可
能 (!?)と なつたのである。05年以前に高校を卒業した者で、大学に進学を希望する者は 0で押 が試

験を実施する。外国語検定試験受験希望者に対しても同様である。

最後に 0壼押 の P6n3Tacz氏 は日本語の中級・上級大学入学資格試験問題作成を MJOT及び日本語教
師に委託。遂に教師会発足4年 目にして、日本語を学ぶ学習者のために私達が最も望んでいた全国統
一試験の日本語試験問題作成に取り組む事ができるようになつたのである。試験問題の提出期限は 12

月 10日 。去る 8月 4日 に運営委員の呼びかけで高校の日本語教師中心にお集まりいただいた。夏休

み中にも関わらず、多くの先生方がご出席下さつた。さっそく各レベルの基準が検討され、昼食をと

るのも忘れて話し合われた。次回は 8月 24日。問題のない問題作りのために知恵を出し合つて、い

いものを作り上げましょう。

教育省・01CVのサィ ト:喘彎.om、 ht okev.kozp6ntの Okev.hi
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ЛυガOCV青靱 協力隊の日ラ橋醐 雨としてハンガリーに着任され、赴任校で日本語教育に携わるだ

けではなく、通 QTの会員としてもう舌躍下さつたお二人の先生より離任のご挨拶をいただきました。

7ダペストi翻大学 鉾本 嚢さん

2001年 12月 、私は青年海外協力隊員の日本語教師としてハンガリーに赴任し、間もなく

教師会のメンバーに加わらせていただきました。

青年海外協力隊員の日ラ梼議葬市は現在 9名で、ほとんどの隊員が地方において一人で活動し

ています。その中で教師会に入っている者も、入つていない者もいますが、私自身は教師会

と、日本語教師隊員がお互いに情報交換して協力関係を築いていけたらと思つています。隊

員は初め、ハンガリーの日本語教育事情ついて知識があまりなく、日本語教師としても経験

が浅い者がほとんどですので、教師会の先生方から様々な面で今後ともア ドヴァイスしてい

ただけたらと思います。また逆に、隊員は経験は浅いのですが、若さとパワー (サ )はあり

ますので、教育現場 (特に初等、中等教育機関、地方の教育機関)についての野 tを伝えた

り、勉強会などをして、こちらからもいろいろ発信 していけたらいいと思つていま
し
九 2年半

の間教師会の活動を通してtいろいろな経験、勉強をさせていただきました6本当にありが

とうございました。会の今後の益々の発展をお祈 りしています。

チじ―ス・ヴ

「

置シ三 角饉語議麟t 沖嘩:― _ん

私は 2002年 7月 に日本語教師としてハンガリーに赴任しました 日本語教師としての経験

はほとんどなかったのでいろいろと不安を抱えたまま授業は始まりました。テレニズ高校に

着任後すぐヨーロッパ 日本語シンポジウムがブダペス ト商科大学で行われたので、、MJOT
の各先生方にお会いすることが出来、またヨァロッパ各地で活躍されている先生方の興味深
い発表を聞くことができとても運が良からたです。教師会のセミナーではいろいると勉強さ

せて頂き授業の参考とさせて頂きました。また先生方との交流を通して日頃抱えている悩み

を聞いて頂き、いろいろと助けて頂きました。この 2年間本当にありがとうござ警ヽました。

帰国直前に行つたMJoTバ ザーでは、運営委員の先生方と、青年海外協力隊員 とで売つ

て楽しい、買つてうれしい思いを共有できて良かつたで丸 (第 2弾、生徒達も楽しみにして

います !)ハンガリーでのいい出会い、いい経験、生徒達との思い出を大切にし、この 2年
間を日本に帰つてからも役立てたいと思います。ノトンガリニ日本語教師会のさらなる発展を

期待 しています。

~年
以上にわたる協劇鐵題魏 こ躍躍欄にしたJお       のこ濯贈b振H    撼す。
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9月 9日 に第五回目の定例総会を

行います。.当 日議題として取り上げ

て欲しい件、連絡事項などがありま

したら、8月 31日 までに運営委員会

後藤まで c‐mailで ご連絡下さい。

初級日本語語彙集の販売 !

もうすぐ新学期が始まります。今

年 2月 に印昂1完了した第 2版の語

彙集を常時販売しています。
1冊 9 5 0Ft,です。相馬か後藤ヘ

電話にてご連絡下さい。

(相馬 106‐ 1‐32610898)

(0釜産纂:06-306‐ 551‐480)

高校卒業試験作成委員会 (仮称)

日時 :8月 24日 (火),3:露0～

場所 :基金露P,事務所セミナニ室
・卒業試験と日本語中級及び上級

試験の基準に合わせた問題試作
・試験問題提出までの役割分担と

スケジュール調整

高機で日本語を教えてい器発生鮮

難ずお集審IIください rrJ

2004.Au

第 12回 日本語スピーチコンテス ト

日時 :04年 11月 6日 (土 )

12:30～
場所 :日 本大使館 多 目的ホール

|        (予 定)

原稿〆切 :10月 1日 (金)必着

書留郵送である事 !

原稿送 り先 :国際交流基金 Bp.事務所

1027 BudarSt、 HOⅣ at u。 14‐ 24

Japan Alapitvany

スピ平ン実行委員 :κISS ILONA

奮瀬 蔵佳子

=004筆
MJOT籍 機 の お 知 ら せ

①

②

③

第 iltt Ц pT震
=≪

列 鶏盤
=無
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