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◆主要業績

・
「認知言語学的観点を生かした日本語教授法・教材開発研究」（平成 17-19 年度科学研究費補助金基盤研究 C、
研究代表者：森山新）最終報告書、p.267
・
『現代日本語教育の理解』
（共著、ソウル：J&C）
・
『ベーシック日本語教育』
（共著、東京：ひつじ書房）
・
「日本語の習得・教育研究への認知言語学の応用可能性」『「21 世紀における北東アジアの日本研究」国際シ
ンポジウム論文集』
、北京日本学研究センター
・
「応用認知言語学的な日本語教育の試み」
『日本認知言語学会論文集』、日本認知言語学会

◆研究内容

／

Research Pursuits

科研基盤研究 C「認知言語学的観点を生かした日
本語教授法・教材開発研究」の最終年度として、日
本語学習者が構築する格助詞ヲ・ニ・デの意味構造
を実験的に調べ、母語話者と比較することを通して、
彼らの格助詞の習得過程を明らかにした。また 3 年
間の研究成果をもとに、認知言語学的観点から日本
語文法の教材化を試みた。これらの成果は国内外の
学会等の口頭発表や講演で発表し、科研最終報告書、
『現代日本語教育の理解』
、
『認知言語学から見た日本
語格助詞の意味構造と習得』
、
『日本語教育に生かす
認知言語学のレッスン』などで公開した。
その他学習環境と第二言語習得との関係を明らか
にし、
『多様化する言語環境とこれからの日本語教育』
として出版された。
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As the ﬁnal year of the Scientiﬁc Research C “ The
Research of Teaching Methods and Materials for
Japanese Language Education” , I experimentally
studied the semantic structures and the acquisition
process of Japanese case particles; wo, ni, de of
Japanese learners. On the basis of the study of these
3 years, I systematized the Japanese Grammar from
the viewpoint of the Cognitive Linguistics, and tried
to apply to the teaching materials. These results
were presented at the conferences in Japan, Korea,
and China, and published in the Final Report of
Scientiﬁc Research, “Comprehension of the Modern
Japanese Education” , “The Semantic Structures
and Acquisition of Japanese Case Particles from
the Viewpoint of Cognitive Linguistics” , and “The
Lessons of Cognitive Linguistics for the Japanese
Language Education” .
Furthermore, I clarified the relation between the
learning environment and the second language
acquisition, which I later published as “Diversified
Language Environments and Japanese Education in
the Future” .

◆教育内容

／

Educational Pursuits

比較日本学研究センター長として、海外の 7 大学
合同の国際日本学コンソーシアム、国際日本学シン
ポジウム、公開講演会、日中韓国際ジョイントゼミ
などのグローバルな教育プログラムを実施した。ま
た台湾大学との間で TV 会議を通じた遠隔ジョイント
ゼミを開催した。
またグローバル文化学環の教員として、釜山外国
語大学との間で TV 会議システムを用いた遠隔共同授
業を実施した。
さらに国際教育センター専任教員として、韓国の
同徳女子大学校から 15 名の学生を招き、第 4 回日韓
大学生国際交流セミナーを実施した。留学生に対し
ては、日本語、日本事情において日本人学生との交
流型授業を行った。

As a director of the Center for Comparative
Japanese Studies, I established the international
consortium on Japanese Studies with 7 graduate
schools in Korea, China, Taiwan, England and Czech,
US, and the international symposium on Japan
studies. I conducted joint education programs of
graduate schools in China, Japan, Korea and in
Beijing, and with the graduate school of National
Taiwan University using a video-conference system.
The result was published as “The Report on the Joint
Education with a Graduate School in Abroad” .
As a member of the faculty of the Global Studies
for Inter-Cultural Cooperation I conducted a remote
joint-class of Japanese language and culture with
Pusan University of Foreign Studies.
I, furthermore, as a faculty member of the
International Exchange and Education Center,
held “The 4th International Exchange Seminar for
Japanese and Korean Students” , inviting Dongduk
Womenʼ s University students, and conducted joint
exchange classes of Japanese language and culture
for foreign students with Japanese students.

◆研究計画
これまで 6 年間にわたり継続してきた認知言語学的観点からの第二言語習得研究をもとに以下のように日本
語教育への応用を試みる。
1）認知日本語文法（Cognitive Japanese Grammar）の構築
2）文法書や教材、学習辞書などの開発
3）文化を取り入れた総合的日本語教育の構築
4）遠隔教材を用いた海外日本語教育支援

◆メッセージ
グローバル時代に私たちの言語（日本語）を再考し、それがどのような特徴を持っていて、日本人の子供や
外国人学習者にどのように学ばれており、どのように教えるのがよいか、といったことに関心のある方はぜひ
一度以下をご覧ください。
http://jsl.li.ocha.ac.jp/morishin1003/
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