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言語教育・研究の目指す方向性を巡って
一言語系学会連合はどこを目指すべきか?
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:

言語 系学 会連 合事務 局
全 国語 学教 育 学会

参加 費

無料

主催

言語 系学会 連 合
全 国語 学教 育 学会

:

httpi〃 www.nacos.com′ 9en9。 ren
httpl〃 www.jalt.or9

公 開 シ ン ポ ジ ウ ム・

SYMPOSiUM

言語系学会連合と全国語学教 育学会共催
Supported by United Associations of Lan9ua9e Studies(UALS)and」 ALT

言語教 育・研 究の 目指す方 向性を巡 って
言語 系学 会連 合 はどこを 目指すべ きか?

New Directions in Lan9ua9e Learnin9 and Analysis:

Where Do We Go from Here?
゛
言語 系学会連合 は、言語 系の学会 間の連携 を深 める目的で、2010年 に発 足 した。この5年 間、世界・日本 を取 り巻 く情 況 は、めまくるしく変
「
遷 している。いわ ゆる グ ローバ ル 化」と言われる今 日、テクノロジーの発 達や人 の移 動 の容易化 は、言語 学や言語 教 育 に関わる我 々に大きい
インパ クトを与えている。例 えば、コンピューターの発達 にともな い、自然言語使 用のデ ータ化 が可能 とな り、コーパ ス言 語 学で は、新 たな成果
を生み 出 して いる。遠 隔教 育で は、各 自が 自国にいなが ら、海 外 の学生・生徒 と iin働 学 習が可能で ある。またインターネットを通 じて、リアルタ
イムで、しかも多くの場合無料で、外 国語 学習がすで に行われて いる。
本公 開特別 シンポ ジウムは、言語 系学会連合 に属する学会 の言語 学分析や言語教育 における周辺 的インパ クトに的を絞 り、これ らの学会 が
自らの学 問研究 をどのように研 究 し、言語 に関する理解 を深 め、さらに言 語教 育 の発 展 に向かうべ きか につ いて 、自由に語 る。今 回は、国 内外
のエキスパー トを迎 え、二 言語 で進 める。このシンポ ジウムが、参加者および言語 系学会 の会員 にとっても、新 たな方 向性 につ いて再考する場
となることを願 うものである。
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