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海の香りが漂う爽やかな夏の西海岸で多くの皆さまにお目にかかっ
てから早三ヶ月余りが経ちました。BC 州サイモンフレーザー大学で
行われた年次大会には、州そして国内外から多くの方々にご参加いた
だきたいへん有意義な二日間を送ることができました。ホスト校およ
び招聘の先生方、ならびに参加者の皆さまに改めてお礼を申し上げた
いと思います。ありがとうございました。実は、今回から大会に参加
が叶わなかった会員の方々のために、招聘の先生方のご協力で基調講
演や研修の一部をウェブサイトの会員専用ページにて近日公開予定で
す。ぜひご覧ください。
昨年カナダ連邦政府の再認可を経て、CAJLE が新定款とともに再出
発をしたのを皮切りに、今年度 CAJLE は多くの新しい「一歩」を踏
み出すこととなりました。その一つが、公開間近の新ウェブサイトの
開設です。会員の皆さまの使いやすさを最優先に検討を重ねた結果を
ご覧いただければと思います。
二つ目は、CAJLE の活動の拡大で、こちらは二つあります。一つ目

編集後記 ………………………… 19

は昨年度地域部会を解散し、カナダ全国のどこにあっても CAJLE が

会員規定 MEMBERSHIP ………

20

地域活動を支援できるよう支援金制度を設けましたが、その活動の第

CAJLE 2016 研究発表募集 ……… 21
CALL FOR PROPOSALS

一弾が、今夏年次大会の翌日、歴史あるバンクーバー日本語学校で開
催されたことです。地元の方だけでなく遠方からの参加者もあり、非
常に有意義な情報交換会となった様子が 11 ページで見ていただけま
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す。この制度は会員の方であればどなたでもご利用いただけますの
で、ご興味のある方はぜひ我々にご相談ください。活動拡大の二つ目
は、全加日本語弁論大会の開催です。こちらは、今年度より全加日本
語弁論大会組織委員会と共催で運営していく運びとなりました。今年
度大会は来年３月オンタリオ州トロントでの開催が決定しています。
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最後は、国際交流基金が設けている「JF にほんごネットワーク（通称「さくらネットワーク」）の加盟団体と
して、CAJLE がカナダ在住の会員の方々に新たな研修の機会を提供できるようになったことです。さくらネット
ワークは、国際交流基金が世界各地の中核的日本語教育機関との連携を通じて、海外における日本語教育の質向
上に努めるために構築を続けてきているもので、CAJLE は 2009 年より認定を受けています。研修参加の申し込
みは毎年 12 月上旬となりますので、来年からはぜひ皆さまの長期計画の一つとして参加をご検討いただければ
と思います。詳細は会員専用ページをご覧ください。
私がおりますトロントは、記録を更新する暖かい秋となり、例年であれば降ると言えば雪であるはずが、未だ
に雨の降るお天気が続いています。このまま暖冬に突入することを願っているのですが、はてさてどうなること
やら。広いカナダの中には、すでに毎日雪かきが欠かせない地域にお住いの方もおられましょうし、カナダ国外
の方にあっては、まだ紅葉を楽しまれているところもあるのでしょう。世界のどこにおられても、どうか皆さま、
お元気でよい年末年始をお迎えください。2016 年が皆さまにとって平和で穏やかな年となりますように。来夏、
ナイアガラ瀑布を見下ろす年次大会会場にてお目にかかれるのを楽しみにしております。

CAJLE2015: 境界線のない二日間
CAJLE2015 実行委員長 津田麻美
2015 年 8 月 20・21 日に、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで、CAJLE2015 年次大会が行われまし
た。バンクーバーはカナダの中でも特に日本語教育が盛んな地域で教師研修等も盛んですが、日本語教育を行う
全機関から教師が参加することはなかなかありません。しかし、全体に共通する課題をテーマにした大会を行う
ことで、機関の枠を超えて教師が集まり、意義のある交流ができたと思います。
大会テーマ「教師の役割・授業の再考－多様化する日本語学習を背景に―」選定の背景には、近年のグローバ
ル化に伴い、クラス内に様々なレベル、学習歴、言語・文化的背景の学生が見られるようになり、従来の指導法
では対応が難しくなってきている現状があります。日本語学習者減少への対策としても、個々のニーズにあった
指導を行う事が益々重要になってきています。
そこで、日本の学習者オートノミー研究・実践の第一人者である青木直子先生に、基調講演、教師研修をして
いただきました。基調講演は「21 世紀の言語学習；拡大する地平、ぼやける境界、新たな可能性」というテーマ
で、教師研修は、この基調講演をもとに「教室外の
学びを考慮した授業」を参加者自身が組み立ててい
くという内容でした。私自身、普段あまりお話する
機会がない高校の先生や、アジア各国で日本語を教
えていらっしゃる先生方と協働しタスクに取り組む
中で、普段見落としがちな側面から教室活動を見直
す事ができました。
大会最後には、カナダ第二言語教育教師会
（CASLT）副会長の Wendy Carr 先生を議長に「外
国語教育におけるイノベーション―日本語を中心に
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―」と題した公開討論会を行いました。パネリストには地元の高校の先生も参加して下さり、高校での取り組み
についても知る事ができました。これにより、日本語学習を個々の教育機関が「個別に」考えるのではなく「流
れ」として捉えることの大切さも改めて認識できました。
一方、研究発表では、多岐にわたるトピックが取り上げられ、学習者のアイデンティティや教師育成、テクノ
ロジーを活用した教室活動など「多様化する日本語学習」の現状を把握し、大会テーマである「教師の役割・授
業の再考」が充分に行える場となりました。
本大会には、カナダをはじめ世界各国から 115 名以上の参加がありました。その多くがリピーターの方で、
「昨年度の大会に初めて参加し、非常に素晴らしかったので、今年は発表者として参加した」というコメントも
あり、理事一同大変嬉しく思っております。学生に楽しく学べる場が必要であるように、教師の学びの場も楽し
く親しみやすい環境であるべきだと思います。CAJLE では、今後とも教師の学びの場を提供するだけでなく、参
加者同士が国や教育機関の別なく親睦を深め、今後の教育活動への意欲が高められるような大会を行っていきた
いと考えています。また、近日完成予定の新ホームページ（会員専用ページ）に、青木先生の基調講演スライド、
教師研修の感想等を掲載する予定です。ぜひご一読ください。
最後に、本大会開催にあたって多大なご協力をいただきましたサイモンフレーザー大学、国際交流基金をはじ
め多数の団体、企業の皆様、また準備段階から活躍してくれた学生ボランティアの皆さんに、深く御礼を申し上
げます。

CAJLE2015: TWO DAYS WITHOUT BOUNDARIES
A SAMI T SUDA , C HAIR , O RANIZING C OMMITTEE

FOR THE

CAJLE 2015

CAJLE Annual Conference was held on August 20 and 21, 2015, in Vancouver, B. C. Although Vancouver is a
center of Japanese education with frequent instructor workshops, it has been rare for instructors across all types
of institution – universities, high schools, languages schools, etc. – to participate in one gathering. This year’s
conference has brought this into reality by addressing a common issue and produced a valuable opportunity for
joint discussion.
The theme of the conference was “Revisiting teacher roles and instruction in view of diversification of
Japanese language education”. With globalization came a diversification of students, such as in terms of levels,
native languages, and educational and cultural backgrounds. Such diversity renders the traditional teaching
methods increasingly ineffective, and calls for a diversification of teaching methodology that can accommodate
student needs. It was in consideration of such background that the conference theme was selected.
Professor Naoko Aoki, a pioneer of learner autonomy studies in Japan, gave the keynote speech and led the
teacher development workshop. The keynote speech was titled “Language learning in the 21 st century: Expanding
horizons, blurring boundaries and emerging possibilities”. In the workshop, titled “Integrating classroom language
learning with learning beyond classroom”, participants constructed their own activities by taking inspirations from
the keynote. As an instructor at a North American university, I got to reflect on my teaching from different angles
through the joint activity with high school instructors and those working in Asia.
At the end of the conference, we had an open forum titled “Innovations in Second Language Teaching with a
Focus on Japanese”, led by Professor Wendy Carr, vice-president of the Canadian Association of Second
Language Teachers (CASLT). Panelists included local high school instructors, who shared valuable information
about the current practices in high school. Through the forum we arrived at a shared understanding that it is
3
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important to think about Japanese learning as a “continuity” that flows from one institution to the next, rather than
as discontinuous between them.
Research presentations addressed a variety of issues, allowing for an understanding of the ways in which
Japanese learning has diversified, and stimulating discussions on particular issues such as learner identity,
teacher training and technology in class.
There were over 115 participants, including many
from outside of Canada. Many of them had been
participants in the previous conferences. We are very
happy to hear that some participants remarked that
they attended this conference because last year’s
meeting

was

excellent.

We

believe

that

the

environment for language learning should be just as
enjoyable for the instructors as it should be for
students.

CAJLE

aims

to

continue

holding

conferences where instructors are not only provided
an opportunity to learn, but also where participants
from various areas and institutions can get connected
and further elevate their motivation toward teaching. We will be uploading Professor Aoki’s keynote slides,
comments and feedback of teacher development workshop from participants and other documents from the
conference on our new website (Memer’s Area) which will be available soon.
We express our sincere gratitude to Simon Fraser University, The Japan Foundation, many associations and
corporations for their great support in making this conference possible. We also thank the student volunteers who
helped us prepare and run the conference. We also thank all the participants who attended CAJLE2015 annual
conference. We look forward to seeing you all again next year!

CAJLE 2015 年次大会に参加して
田代優美子 (W ASHINGTON & L EE U NIVERSITY )
今回初めて年次大会に参加させていただいたのですが、バンクーバーという自然に恵まれた美しい都市の光景
に囲まれながら有意義な時間を過ごすことができました。普段米国の大学で教えている私は英語のみが公用語で
あるという観念が当たり前となっていて、同じ北米でありながらも２カ国語を公用語とするカナダならではの視
点は、非常に新鮮なものでした。そして、それぞれの学校で学習環境に違いはあるものの、学習者の日本語の能
力向上のために常に創意工夫を行っている先生方の発表では様々な新しいアイディアに触れることができ、多く
の刺激を受けるとともに、自分自身の授業を見つめ直す良い機会となりました。
青木直子先生の「２１世紀の言語学習」という基調講演に続いて行われた教師研修では、基調講演で提言され
た多様化する日本語学習者の学習環境やニーズにどのように対応していくかという問題に対して、グループワー
クを通して教師が個人のレベルでどのように対応できるかを分かりやすい形で示してくださり、非常に役立つも
のでありました。外国語を学習する上でそれぞれの学習者が目指すものが異なるのは当然であり、すべての個人
のニーズに応える授業を展開することに対しての限界を日本語教師として常々感じていました。その葛藤を解消
4
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する一歩として、学習者とともに学習目標や学習スタイルなどを明確にする作業は非常に有益なものであり、そ
の方法をすぐに実践できる形で学ぶことができたのは、今回の大きな収穫であったと思います。そして、教室外
での学習を促す目的として学生が取捨選択できるようなリソースを提供することの大切さも改めて認識しました。
最後になりましたが、このような素晴らしい年次大会の開催を可能としてくださった関係者の方々に心よりお
礼を申し上げます。

N ICK

HALL

(U NIVERSITY

OF BRITISH

C OLUMBIA )

This year was my first opportunity to attend the CAJLE annual conference, which was held in August at Simon
Fraser University’s Harbour Centre campus, on downtown Vancouver’s waterfront. I was extremely impressed by
how well organized it was and how smoothly everything came together: with two or three simultaneous
presentations every thirty minutes; the book sale, with a very wide range of difficult to find materials available to
view and buy; and of course the breakfast and lunch services, there were certainly many opportunities for
something to go wrong! But everything went off without a hitch.
The conference, which was attended by people from all over Canada and from various other countries as well,
began with an opening ceremony and a keynote address by Dr Naoko Aoki from Osaka University on languagelearning in the 21st century, a theme that pervaded the conference. This was followed by some 40 presentations
and workshops over the two days of the conference, conducted in both Japanese and English, on an enormous
variety of topics ranging from the use of literature and popular culture in the Japanese language classroom to
research on issues such as differences in native and non-native Japanese speakers’ language strategies.
One particularly interesting theme of several of the presentations and workshops was the role of technology in
language learning and teaching, and in the classroom. One well-attended workshop was designed to familiarize
instructors with a variety of tools and applications, not all of them specifically created for Japanese or for language
instruction, which can be used or adapted for teaching Japanese. Participants had an enjoyable time playing
games and completing challenges while learning about such resources as Kahoot (a particular favourite) and
Google Docs. Another presentation reflected on the role of technology in marking assignments, and how tools
such as screencasting and videos might be used to improve students’ understanding of the mistakes they make in
their writing, while a third focused on the possibilities of video games for Japanese learners. There were several
other presentations on technology as well.
One question raised by all these presentations is whether technology, for all its undeniable value for learning,
can be a distraction in the classroom—as every teacher knows, persuading students to put away their phones can
be a major challenge—and how the potential problems caused by incorporating things like smart phones and
tablets into class activities can be avoided or alleviated. As most students today are digital natives, technology
will be an increasingly important part of all teacher’s lives.
I would like to thank and congratulate the organizers and presenters for a successful and very enjoyable
conference. I look forward to attending again next year.

CAJLE バンクーバー大会 PROCEEDINGS のウェブ掲載について
今年も昨年に引き続き、大会 Proceedings をウェブに掲載いたしました。今回の論文数は 42 本です。
Proceedings は以下からご覧いただけます。
Home (http://www.cajle.info/) → Publications をクリック → Conference Proceedings をクリック
5
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特集記事 日本を体験しよう！ JAPAN DAY
皆様の地域では日本文化を紹介するイベントが行われているでしょうか。学習者にクラス外で日本文化に触れて
もらいたいというのは日本語教師の共通した願いだと思います。また、文化祭を開催することは、学習者だけで
なく保護者・アドミン・学校・コミュニティー全体に存在をアピールし、日本語プログラムを盛り上げることに
もつながるでしょう。このようなイベントを日本語プログラム内で行っている機関もありますが、興味はあるが
どのように始めたらいいかわからなく躊躇っている機関もあります。そこで今回の特集では、日本文化紹介イベ
ントを大々的に行われている二機関にそれぞれ主催側としての体験談をお願いしました。― 編集部

“EXPLORE JAPAN”
ENHANCING HIGH SCHOOL JAPANESE LANGUAGE EDUCATION
S ANAE O HKI , C HAIR OF THE E XPLORE J APAN S TEERING C OMMITTEE
V ICE P RESIDENT OF THE E DMONTON J APANESE C OMMUNITY ASSOCIATION
In the greater Edmonton area and Red Deer, there are 10 high schools that offer Japanese language courses.
Started in 2010, a program called “Explore Japan” has been providing Grade 10 students who are studying
Japanese in the area with an opportunity to explore Japanese culture. Through a variety of hands-on activities
facilitated by the members of the Japanese community in Edmonton, the program enhances the understanding of
Japanese culture by young people in Edmonton and also promotes friendship between Japan and Canada. The
high school Japanese language programs have greatly benefited by participating in the program.
The sixth Explore Japan was held on November 3 and 4, 2015 with five high schools and 209 students attending.
The IISLE (The Institute for Innovation in Second Language Education of the Edmonton Public School Board)
offered its facility (a former elementary school building) for this program. Explore Japan used 6 classrooms and a
gym for full two days.
On November 3, Explore Japan had the following program with 92 students. The same program was repeated on
November 4 (except some changes in the greetings) with another 117 students:
Morning session – Welcome by president of the Edmonton Japanese Community Association and Taiko
drum presentation. Listening to the powerful Taiko drum music, students raised their
expectations for exciting and enjoyable programs for the day.
Six hands-on sessions, 40 minutes each, occurred concurrently where groups of students visited all
sessions.
1. Calligraphy: after receiving introduction of history, tools and
technique, students practiced Japanese characters and their
own name in katakana.
2. Tea ceremony: A master of the ceremony sat on the Tatami
floor and explained the process of tea ceremony. Then,
students were offered Japanese pastries and made tea for
their partners.
3. Student exchange and modern Japan: A university student who was in Japan for 10 months as an
exchange student talked about his experience in Japan and introduced various exchange programs.
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4. Kimono and manga: All students tried to wear kimono and
got a photo taken in front of the shoji screen with an artificial
cherry tree in full bloom and an uchikake kimono (a
Japanese traditional wedding costume). A manga session
was lead by a local manga artist and all students tried to
draw a manga character.
5. Taiko drum: Four taiko club members came with 10 taiko
drums and all students practiced Taiko music.
6. Karate: A karate expert led the session by explaining the Japanese way of politeness and expected
behaviour. All practiced karate.

Noon session – Messages by the Consul General of Japan in Calgary and by the director of Curriculum &
Resource Support, Edmonton Public School Board. Japanese dance presentation.
Lunch: Japanese bento lunch was offered for students as an option. About 80% of students ordered a
makunouchi bento and experienced Japanese food.
Students’ feedback showed “excellent (70%)” and “good (28%)” for overall rating. Some students showed
interests in joining exchange programs. Teachers’ feedback showed “excellent (100%). One teacher mentioned
that after Explore Japan, students’ attitude towards their Japanese class improved a lot.
Explore Japan has been organized by its steering committee and a program committee. The steering committee
was composed of six members from Alberta Education (Japan Foundation), Alberta Japanese Teachers
Association, Consulate General of Japan in Calgary, Edmonton Japanese Community Association and Edmonton
Public School Board and was responsible for its overall plan, budget, facility, high schools, publications, guests
and media. The program committee consisted of instructors, assistants, guides and representatives from the
steering committee. It made a detailed plan of each session and prepared the sessions by purchasing materials
and making presentation files. The overall budget was $6,000. About 30 people worked each day.
We (people engaged in Explore Japan) are very fortunate to get help from the Edmonton Japanese Community
Association (EJCA) that has been promoting Japanese culture in the area and has many members who can teach
and demonstrate Japanese culture. The EJCA has the equipment to make hands-on activities possible such as
40 calligraphy sets, 35 Yukata sets, tea ceremony sets, tatami floor mats and so on. The Taiko Club, Karate Club
and Japanese Dance Club made them available for the program. As the program has been held on working days,
some presenters must take time-off from their work.
Link to the Website: www.ejca.org/explore-japan.html
For more details of the event, please review a report of 2014 Explore Japan:
http://www.ejca.org/images/Explore-Japan/Explore-Japan-2014.pdf
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レニソンユニバーシティカレッジ第２１回東アジア祭
霜田文恵（ウォータールー大学レニソンユニバーシティーカレッジ）
ウォータールー大学レニソンユニバーシティカレッジでは東アジア研究学科が中心となり、毎年秋に東アジ
ア祭を行っています。祭りでは本校で受講可能な東アジア研究と言語のコースの紹介、及び中国、韓国、日本の
文化の紹介をしており、本校の学生をはじめ周辺地域からの家族連れなど約 300－400 名の来場者で賑わいます。
今年の東アジア祭では中国、韓国、日本各国の領事館の協力により各国の民族衣装のファッションショーがステ
ージを彩り、来場者を魅了しました。また、日本文化コーナーはウォータールー地域日系会の協力による餅つき
と地元ボランティアによるおにぎり作りの実演と試食、折り紙と書道の実演、学生クラブによる日本のアニメキ
ャラクターのフェイスペインティングなどが行われ、来場者が家族で楽しむ姿が見られました。そのほか在トロ
ント日本国総領事館からの JET および文部科学省奨学金プログラムについての情報コーナー、国際交流基金から
の日本語能力検定試験の情報コーナーでは日本学や日本語を学ぶ熱心な学生が情報を集めていました。総領事館
の浴衣の試着ブースおよび国際交流基金の制服試着ブースには写真撮影のための背景として富士山や東京の夜景
のバナーも設置されました。今年の祭りの様子をご覧になりたい方は以下をご参照ください。
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153124822247536.1073741854.129963882535&type=3
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CAJLE2016 年次大会のご案内
大会実行委員長 下條光明
2016 年度の年次大会は、オンタリオ州ナイアガラフォールズにて下記の通り開催することとなりました。世界有
数の観光地であるナイアガラでの開催は初の試みでもあり、北米のみならず世界各地からのご参加を期待してい
ます。
テーマ：「グローバル時代の日本語教育―つながる教育とは」
日程：2016 年８月 17 日（水）、18 日（木）
開催地：オンタリオ州ナイアガラフォールズ Crowne Plaza Fallsview Hotel
https://www.niagarafallscrowneplazahotel.com/
基調講演「グローバル時代の日本語教育―つながる教育、社会、人、モノ、情報」および教師研修 I：當作靖彦
先生（カリフォルニア大学サンディエゴ校）
教師研修 II：齊藤真美先生（国際交流基金派遣日本語専門家・アルバータ州教育省日本語教育アドバイザー）
教師研修 III：Jim Murphy 先生（President, The Canadian Association of Second Language Teachers）
近年、日本語教育においてもグローバル化の概念が定着しつつありますが、CAJLE2016 では「グローバル時代」
を大会テーマに掲げ、21 世紀社会における日本語教育の新たな方向性や意義などを探り、我々日本語教育関係者
の日常の実践を再考する場としたいと考えています。また、21 世紀社会では教師同士のつながりはもちろんのこ
と、地域、文化、専門などを超えたネットワークが求められており、こういったグローバルな意味でのつながり
や協働の重要性も探りたいと考えています。さらに、教師研修では、言語教育におけるパフォーマンス・オーセ
ンティック評価のデザインや実施方法、またテクノロジー主導の情報化社会に対応した外国語指導や学習活動の
実践方法を考察し、テクノロジーを「つながる教育」にどのように応用できるかも検討する予定です。
基調講演・教師研修 I には、国際化・グローバル時代の日本語教育議論に多大なご貢献をされている當作靖彦先
生をお迎えし、教師研修 II では先の大会に引き続き、齊藤真美先生に実践に役立つ研修をしていただきます。
さらに、フランス語 e-learning の専門家である Jim Murphy 先生には ICT を活用した授業についてのワーク
ショップをしていただき、日本語教育への応用についても検討する予定です。
皆様にお越しいただく８月は、ナイアガラも観光シーズン真っ盛り、ナイアガラ瀑布の迫力や雄大さもさる事な
がら街も活気に満ち溢れた季節です。大会会場となる Crowne Plaza Fallsview Hotel は滝を一望できる老舗ホ
テルでもあり、様々なナイアガラの観光スポットにもアクセス抜群です。ナイアガラで皆様をお迎えするのを楽
しみにしております。
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CAJLE2016 ANNUAL CONFERENCE
MITSUAKI SHIMOJO ,

O RANIZING C OMMITTEE FOR THE CAJLE 2016

CAJLE 2016 Annual Conference will be held in Niagara Falls, Ontario. This will be the first CAJLE annual
conference ever to be held in a world-famed tourist spot, and we look forward to having participants not only from
North America but also from around the world.
Theme: Japanese Language Education in the Global Age: Connecting with Each Other
Date: August 17 (Wednesday) and 18 (Thursday), 2016
Venue: Crowne Plaza Fallsview Hotel
https://www.niagarafallscrowneplazahotel.com/
Keynote Lecture “Japanese Language Education in the Global Age: Connection in Education, Society,
People, Things, and Information” and Teacher Workshop I: Professor Yasu-Hiko Tohsaku (University of
California, San Diego)
Teacher Workshop II: Ms. Mami Saito, Japanese-Language Education Advisor, Alberta Education
(sponsored by the Japan Foundation)
Teacher Workshop III: Mr. Jim Murphy, President, The Canadian Association of Second Language Teachers
In recent years, the concept of globalization has been established in Japanese language teaching. We
adopted “global age” for the conference title of CAJLE 2016 with the hope to explore new directions and
importance of the teaching of Japanese in the 21st century and re-visit our daily practice which we engage in as
Japanese language professionals. The 21st century society requires networking not only among teachers but also
across regions, cultures, and specializations, and we hope to explore the importance of connecting and
cooperating with each other in this context. Furthermore, the teacher training workshops will explore effective
design and implemental methods of performance and authentic assessment for foreign language education and
discuss application of technology to teaching and learning to keep up with the information-oriented society and
connect with each other.
The keynote address and a teacher training workshop will be given by Professor Yasu-Hiko Tohsaku, who is a
prominent advocate of Japanese language education in the global age, and a separate workshop will be given by
Ms. Mami Saito of Alberta Education. In addition, Mr. Jim Murphy of CASLT, a specialist of French e-learning, will
conduct a workshop on ICT applications to teaching and help us explore how they can be extended to the
teaching of Japanese.
We are pleased to host the conference in August, when Niagara Falls is at the peak of the tourist season and
the spectacular falls become even livelier. Crowne Plaza Fallsview Hotel, the conference venue, is a longestablished hotel in the heart of Niagara Falls with convenient access to popular tourist attractions in the area. We
look forward to welcoming you at CAJLE 2016.

21 ページに「研究発表募集」のご案内があります。こちらもあわせてご覧ください。
Please see page 22 for “Call For Proposals”.

10

© CAJLE 2015 カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education

この夏「CAJLE 地域研修会支援」の第１弾「日本語教師情報交換会 in バンクーバー」が開かれ、活発な交流が
行われました。また、J-GAP カナダは 2014 年にその活動が終了しましたが、去年のモントリオール、バーナビー
に続きエドモントンでも、南アルバータ日本語教師会主催セミナーが行われました。それぞれ様子を伝えていた
だきました。― 編集部

日本語教師情報交換会 IN バンクーバー
ブリティッシュコロンビア大学 金梨花
年次大会翌日の 8 月 22 日に歴史あるバンクーバー日本語学
校のご協力の下、CAJLE の地域研修会支援金制度を利用して会員
のベイリー氏のお世話により日本語教師情報交換会が開かれまし
た。前半はカナダの大学・高校・語学学校の合計 6 校よりなかな
か聞く機会がないプログラムの紹介があり、後半はトピックやレ
ベル別での意見交換会がもたれ活発な意見交換が行われました。
参加総数約 45 名の内、3 割がカナダ国外からのご参加で、色々
な地域からのご意見を伺うことができました。
28 人からご回答いただいた事後アンケートの結果では、この会が問題提起とコミュニケーションのよい機
会となれたこと、インフォーマルな雰囲気の中、現場の率直で具体的な問題が共有できたこと、地域の学校でつ
ながることで問題解決の糸口の可能性が見えたことがわかり、皆様の積極的なご発言のおかげで全体的には高い
満足点をいただくことができました。
学習者数が多い BC 州ですが、大学・高校・継承・語学学校の教員が一度に会って現場に即した具体的な内
容を話す機会は残念ながらほとんどありません。どのような先生がどの学校でどのようなクラスをされ、どのよ
うな問題を抱えているのかお互いよく知らない状況が続いておりますが、アンケートの中にも他校の情報や問題
共有の機会がほしいという意見が多く見られました。非常に限られた時間でしたがこの会が当初の目的である情
報交換会とネットワーク作りに貢献できたことは非常によかったと思っています。J-GAP の取り組みの成果を踏
まえつつ、今後も日本語学習者によりよい学習環境を提供するためにもカナダ各地域で意義あるネットワーク作
りの機会があることを希望しています。

CAJLE 地域研修会支援金の詳細はこちらをご覧ください。http://www.jp.cajle.info/programs/regional-activities/

南アルバータ日本語教師会 「日本語教育グローバル・アーティキュレ
ーションセミナー」研修会
南アルバータ日本語教師会会長 クレベス人美
2015 年 8 月 30 日、トロント大学の有森丈太郎先生を講師としてお招きし、カルガリー市にて開催。今回の研
修会は初めての試みで、カルガリー大学の楊先生、国際交流基金派遣専門家の齊藤真美先生の協力により、スカ
イプ中継にてエドモントン地区の先生方も研修会参加が実現しました。
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研修会は「アーティキュレーション（継続学習）に関
する講演」、「モデル地区での実践紹介」、「JF スタン
ダードを活用した Can-Do ワークショップ」という内容で
講演して頂きました。参加者の所属先校の学習者の年齢
やレベルなど環境は違いますが、年少、初等中等教育の
教師から大学講師までそれぞれの立場で意見交換もでき
非常に有意義な時間を頂けました。
特に継続学習という点、日本語学習者の一定学習期間
を各先生が担い、次にリレーするという視点はこれから
の重要な課題だと実感し、他の学校、レベルの違う教師同士の繋がりも非常に大切だと改めて感じました。JFL
又継承語学習者に継続して学習機会を与えられるよう日本語教師の育成と日本語教育の環境を整えるには、これ
からどうすべきか研修会を通じて考えなければならないと思いました。

ー学校紹介―
今回の「学校紹介」は、西はブリティッシュコロンビア州からウエストバンクーバー高校、東は首都オタワにあ
るカールトン大学をご紹介します。― 編集部

BC 州 ウエストバンクーバー高校日本語クラス
木川 はな
ウエストバンクーバー高校の日本語クラスは 1990 年に設立されました。現在、Japanese 9, 10, Beginners
11 の初級混合クラス、Japanese 11, 12 の中級混合クラス、IB(International Baccalaureate)Japanese の 3 つ
で、履修している生徒は全部で 75 名程です。授業は、通年コースで、一クラス 80 分が週 2-3 回あるので、年間
116 時間です。
初級、中級クラスではグループでスキットやビデオを作成したり、ゲーム、クラフト、料理、映画、漫画、JPop、遠足などをとりいれたりして、楽しく日本語を学ぶことを目指しています。IB のクラスでは、習慣と伝統、
コミュニケーションとメディア、地球規模問題、社会的関係、健康の 5 つのテーマについて意見を発信できるよ
うに、内容重視の言語活動を行っています。リサーチをしてプレゼンテーションをし、作文や小論文も書きます。
また日本の高校との生徒や教員交流がさかんで、留学生の派遣、受け入れを毎年行っています。日本への短期
研修旅行もあります。学校行事の International Food Fair では、日本語クラスの生徒が日本人留学生と一緒に
料理を作ります。
少しでも多くの生徒が、授業や課外活動を通じて日本語や日本文化に深く関心をもってカナダと日本の懸け橋
になってくれることを願っています。
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ON 州 カールトン大学日本語プログラム
東プリクリル陽子
本学の日本語講座は、国際交流基金の助成により 1993 年に正規単位科目として開設されました。その後、順
調な発展を遂げ、上級までのコースを提供してきましたが、予算削減の煽りを受け、現在は中級までのコースを
設置しています。学習者は 250 人程度で、日本語は全学生対象の選択科目であり、副専攻として履修できるよう
になっています。尚、日本を研究対象にしている国際ビジネスまたはグローバル研究の学生は、日本語が卒業の
必修科目となっています。
日本語講座は School of Linguistics and Language studies の傘下にあり、専任二人と非常勤三人で担当し
ています。教育目標としては「将来、コミュニケーションがとれ、自律学習ができる人材の育成」を目指してい
ます。その為、コミュニケーション力の強化を図りながらも四技能の指導に当たっています。又、漢字指導の際
には、非漢字圏の学生の興味関心を高めるため語源の解説にも努めています。各先生はシラバスを共有し、コミ
ュニカティブを基調にしながらも自由闊達に個性に富んだ授業を展開しています。尚、本学はオタワに位置して
いる為、学習者は大使館主催のイベントに参加したり、日本人学生同好会の会員になったりして、教室外での日
本語会話を楽しんでいるようです。
最後に今後の課題としては「いかに履修者の学習意欲を高学年まで維持させるか」という点が挙げられます。
「クラス外活動を積極的に評価に結び付けていく事」が、打開策の一助になるのではないかと目下検討中です。

― リレー随筆 ― 「ライフステージと言語」
知念聖美（カリフォルニア州立大学ロングビーチ校）
北陸大学の横田隆志先生からバトンを頂いた。何について書こうかと考えたところ、普段はこれから社会に
出て活躍する大学生を支援しているが、今回は、社会で活躍後、引退した方々について考えてみたいと思った。
私の住む南カリフォルニアでは、最近あるニュースが日系社会で話題となっている。日本語が通じる非営利
団体の日系人のためのホーム、日系高齢者施設が、アメリカの民間会社に売却されるというニュースだ。アメリ
カの民間会社に売却されると、日本語が通じる唯一の施設がなくなってしまう。ロサンゼルスの日系新聞「カル
チュラル・ニュース」によると、ロサンゼルスには、日本人が約 10 万人、日系人は約 20 万人いて、売却を止め
たいと思っている人はあちこちにいるという。全米規模の日本語無料雑誌「U.S. FrontLine」によると、10 月 25
日の時点で、4000 人分の反対署名が集まったそうだ。同誌は、第二次世界大戦中、そして大戦後、苦労をした
一世が引退後に安心して余生を送れるようにという願いを背景に設立されたと記している。
日系高齢者施設の大きな利点は、日本語でサービスが受けられるということだ。日本語で医師の診療を受け
ることができ、日本食のサービスもある。また日本語で行われるアクティビティにも参加でき、同居者と日本語
でコミュニケーションがはかれる。現在入居している約 7 割の方々の母語は日本語 と聞く。施設で働くあるスタ
ッフによると、それまでは英語で生活していた人も歳をとると日本語の生活に戻り、また、ある引退した方によ
ると、英語を忘れていくとも言う。
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最近、ある興味深い文献*に出会った。「移民の言語のライフサイクル」という見出しで、移民の母語の交替
のプロセスを説明したものだ。筆者の渋谷氏は、移民の言語の変容を下記の図にまとめている。

A=母語
ア

•A=母語
イ •B=第二

ウ

言語

A・B
バイリ
ンガル

エ

•A=第二
言語
•B=母語

オ

B=母語

B=移住先で話される言語
例えば、小さい頃日本から北米に移民した時期は日本語しか使えない（ア）。そのうち、英語も学び始める
（イ）。そして北米生活が長くなると、両親とは日本語、友人とは英語で話すようになるが（ウ）、そこで両親
が帰国し、本人はそのまま北米の大学に進学すると、日本語を使用する機会が少なくなり日本語力が弱くなる
（エ）。（オ）についての説明はなかったが、おそらく最終的には、英語が母語になるということだろう。また、
渋谷氏は、移住者が成人だった場合、移住第一世代は（イ）まで進み、第二世代は（ウ）のバイリンガルとなり、
第三世代は移住先の言語にシフトするという。ただし、移住者の数が多数で、移住集団の中で生活を送ることが
できるような場合は、母語を維持することも可能だと述べている。
南カリフォルニアの場合、日本語が維持できるだけの日系社会のバイタリティが存在しているように思う。
そのため、南カリフォルニアの日系高齢者は、日本語を維持できたのだろう。興味深いのは、今回の署名活動で
は、日系社会の現役の一世が活発に動いていることだ。ある知人はこの施設の売却について「自分の行き場がな
くなってしまう」と話していた。現在は英語で不自由なく生活ができても、将来日本語での生活を望んでいるの
は彼女だけではないだろう。
言語生活パターンというのは流動的で、ライフステージに応じて変化する。日本に住んでいると、将来の言
語生活について考えることは滅多にないかもしれないが、海外に渡り長年その国に住むと、そのようなことを考
える。日本人、日系人が活躍できる社会基盤を苦労して築いてくださった日系の方々が、安心して日本語で生活
が送れる環境がいつまでもあることを願う。
次回はカナダに戻り、トロントのヨーク大学の三井晶子先生にバトンをお渡しいたします。

*渋谷勝己（2010） 「移民言語研究の潮流：日系人日本語変種の言語生態論的研究に向けて」
http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/10033/1/mre_044_01A.pdf

筆者プロフィール

－

知念

聖美（ちねん

きよみ）

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校アジア・アジアアメリカ研究学部日本語科准教授。アメリカ、カー
ネギーメロン大学で第二言語習得博士号取得。専門は継承日本語教育。
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―教材紹介―
グローバル化・テクノロジーの発達から、Self-Study の学習者や教室外で自分に合った学習方法・ツールなどを
意欲的に探そうとする学習者が増えてきているようです。今回は特に、膨大な時間を必要とし、学習者の自主性
に任されることの多い分野、語彙・漢字学習に便利なアプリについて、実際に使用している学習者に紹介しても
らいます。― 編集部

RISE UP TO THE CHALLENGE WITH MEMRISE
G U (J ENNY ) Z HU ,

STUDENT ,

M C G ILL U NIVERSITY

Learning a new language can be very time-consuming, and in today’s busy lifestyle, barely anyone has the
time or discipline to sit down everyday with a thick textbook full of exercises. How can we make sure that what we
learned a couple of days ago isn’t completely forgotten? How can we quickly and efficiently learn new material?
This is where Memrise comes in, an user-based smartphone, tablet, and web application that helps language
students learn smartly using the spaced repetition system. Spaced repetition is a learning technique that is highly
effective for language students as it helps them not only acquire a large pool of vocabulary, but also retain them
for the long-term. Memrise makes spaced repetition fun and intuitive, using a platform similar to traditional online
flashcards but with more innovation.
You start by creating a “lesson”, which is essentially a set of words that you wish to memorize. For Japanese
language learners, a great advantage of Memrise is the option to put hiragana, katakana, kanji as well as the
English translation in different sections for each word you input. It also allows you to hide certain sections, so you
have the choice, for example, of hiding any furigana if you’re getting better at memorizing the kanji later on. You
can even insert example sentences to help you remember context or grammar. But if you don’t have time to
create your own sets of words, the Memrise community has thousands of lessons made by other users that are
readily available, such as lessons to help with JLPT exams or even lessons that follow the Nakama textbooks
used in certain universities!
Once you’ve chosen a lesson to learn, the fun begins. Memrise makes you “plant new memories” by first
showing you a few new words, then quizzing you by either asking you to associate the correct translation with the
word you see, or by giving you the hiragana and asking you to choose the correct kanji. It also has a listening
component as well if you’re wearing headphones, in which case you will simply choose the appropriate word you
just heard. After a few rounds of learning new words, Memrise will give you the option to “strengthen fading
memories”, by making you review the new words you’ve accumulated so far. The beauty of Memrise is that
whenever you provide a wrong answer, it will recognize that word as being difficult for you and will reinforce it by
increasing the frequency at which it will reappear until you get them right often enough. This system is extremely
practical, especially for busy people as you can easily learn and reinforce words while taking public transport, or
even during work or study breaks.
To kick it up a notch, Memrise has a point system in which you can get 45 points for every correct answer, and
you can increase the challenge by setting daily goals for yourself. Goals are 1,500/6,000/20,000 points, which is
the equivalent of spending 5/15/45 minutes per day respectively. Hitting your daily goals can win you virtual
bonuses, and if you’re studying a lesson that many other people are also participating in, you can take part in a
leaderboard and compare your points with the rest of the community! Can you rise up to the challenge?

Memrise: https://www.memrise.com/
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国際交流基金コーナー 「着任のご挨拶」
国際交流基金トロント日本文化センターでは、2011 年から所長を務められた石田隆司所長の後任として、2015 年 11 月
19 日より岩永絵美所長が着任されました。また、2015 年 9 月からプログラム・オフィサーとしてバーバラ・カーターさんが
着任されました。今回はカーターさんからご挨拶をいただきました。 ―

編集部

B ARBARA C ARTER バーバラ・カーター （プログラム・オフィサー）
この 9 月より、国際交流基金トロント日本文化センターにプログラム・オフィサーとして着任いたしましたバーバラ・カー
ターと申します。これまでアルバータ大学の日本語教師及び高円宮日本教育研究センターのアシスタントとしてカナダの
日本語教育に携わってまいりましたので、「初めまして」
ジャパン・ファウンデーション・トロント

ではない方もいらっしゃると思いますが、今後、JFT の

新センターオープン

仕事をはじめ、トロントでの新たな生活を楽しみにして

2 Bloor Street East, Suite 300, Toronto, ON

おります。
地元のエドモントンで勉強し始めた 19 歳の私が、
まるで一目ぼれのように、日本語と恋に落ちてしまい
ましたが、ここまで来るとは夢にも思いませんでした。

このたび、ジャパン・ファウンデーション・トロントは移転
し、新センターでの活動を開始しました。新センターでは、
展覧会などの文化紹介、図書館の利用方法などを含めた
ツアー（学校、またはクラス単位）を行っております。

ております。微力ながら、皆様のお役に立てるよう努

また、日本語教育機関などでのジャパン・デイに対する
文化紹介、日本語教育リソース等の紹介やブース出展な
ども行っております。

力していく所存です。どうぞよろしくお願い致します。

ご興味ある方はバーバラ・カーター（bcarter@jftor.org）

カナダで出会えた日本語の先生方に心から感謝致し

までご連絡ください。

スマートフォン用日本語学習アプリ『HIRAGANA Memory Hint』
この度、国際交流基金関西国際センターが、連想イラストでひらがなを楽しく学べる
スマートフォン用日本語学習アプリ『HIRAGANA Memory Hint』を完成、無料で提供を
開始しました。メインで使用されている連想イラストは、初めて日本語を学習する外
国人の方や、日本語の文字に興味のある方を対象としたもので、ひらがなの成り立ち
など詳しい解説（英語）や、学習レベルを確認できるクイズもついています。手軽に
楽しめる内容ですので、ぜひ学習者の皆さんにご活用いただけたらと思います。

ダウンロード URL
【 iOS 】https://itunes.apple.com/us/app/hiragana-memory-hint-english/id1023654862?l=en&ls=1&mt=8
【 Android・Google Play 】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jfkc.HiraganaMemoryHintApp.En&hl=en
【 Amazon 】 http://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?p=jp.jfkc.HiraganaMemoryHintApp.En

【紹介動画】

https://www.youtube.com/watch?v=Zy0gHPkxh1o&feature=youtu.be（42 秒）
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― CAJLE よりお知らせ ―
ジャーナル CAJLE16 号
ジャーナル編集部
ジャーナル CAJLE 16 号が発行になりました。こちらからご覧ください。
We are pleased to announce that Vol. 16 of the Journal CAJLE is available online.
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/

新会員期間に伴う会員更新手続きについて
会計
今年度より、CAJLE 会員期間が下記の通り新会員期間へと移行いたしました。現在会員の皆様で 2015 年 12 月 31
日末日に会員期限を迎えられます方々には、追って個別に更新方法のご連絡をさせていただきます。何かご不明
な点やご質問等がございましたら、cajle.kaikei@gmail.com までお問い合わせいただけますと幸いです。どうぞ
宜しくお願い申し上げます。
＜旧＞6 月 1 日から 5 月 31 日までの 1 年間（または 3 年間）
＜新＞1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間（または 3 年間）

From this year, membership terms have been changed as below. We will send a follow-up notification to current
members whose membership will expire on 31st December 2015. If you have any questions about how to renew,
or the new renewal terms, please contact us at cajle.kaikei@gmail.com (CAJLE Treasurer)
< Former terms > Term runs 1st June to 31st May (1 year or 3 years)
< New terms > Term runs every 1st January to 31st December (1 year or 3 years)

年次総会議事録・会計報告
書記
2015 年度の CAJLE 年次大会はバンクーバーにて 8 月 20・21 日の 2 日間に渡り開催され、年次総会は 20 日に
行われました。年次総会議事録と会計報告は CAJLE ウェブサイト会員専用ページ Member’s Area にてご覧い
ただけます。会員の方はウェブサイト右側の Sign In から入ることができます。http://www.cajle.info/
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2015 年度上半期活動報告（2015 年 6 月～2015 年 11 月）
書記 萩原あみ、松本朋子、白川理恵

理事会担当報告及び承認事項
6月
6月9日

・ 広報部よりニュースレター50 号発行
・ 4 年間の J-GAP の活動が 3 月で終了。5 月末に最終報告書を Japan Foundation へ提出
第１回オンライン理事会開催

7月

・ ジャーナル編集部よりジャーナル 16 号発行
・ 2015 年度（新）予算案承認
7 月 28 日
第 2 回オンライン理事会開催
CAJLE2016 年次大会に関する下記の報告があった
日程：2016 年 8 月 17・18 日

開催地：Crowne Plaza Fallsview, Niagara Falls

8月
8 月 20・21 日
CAJLE2015 年次大会 「教師の役割・授業の再考—多様化する日本語学習を背景に」開催
開催地： サイモンフレーザー大学ハーバーセンター
後援： Faculty of Arts and Social Sciences, Simon Fraser University, University
of British Columbia, Ritsumeikan University/Ritsumeikan Asia Pacific
University, The Japan Foundation, The Fraser, Glico Canada, H.I.S. Canada,
JAL Canada, NaviTour, Nippon Express Canada, Top Career/Fourth Valley
Concierge Corporation, Vancouver Shinpo, and Wenco International Mining
Systems
基調講演：青木直子氏（大阪大学）「21 世紀の言語学習；拡大する地平、ぼやける境界、
新たな可能性」、教師研修：青木直子氏（大阪大学）「教室外の学びを考慮した授業」、
公開討論会：（司会）ウェンディ・カー氏（ブリティッシュコロンビア大学）パネリスト：
青木直子氏（大阪大学）、キャシー・シャノン氏（ニューウェストミンスター高校）、服部
圭子氏（近畿大学）、コリーン・リーヘイズ氏（パインツリー高校）「外国語教育における
イノベーション―日本語を中心に―」
8 月 22 日
8 月 30 日

CAJLE 地域研修会支援事業 第１回：「日本語教師情報交換会 in バンクーバー」
於バンクーバー日本語学校/主催：CAJLE 地域研修会支援
南アルバータ日本語教師会主催「日本語教育グローバルアーティキュレーションセミナー」
於カルガリー大学/講師として有森氏が参加

9月
9 月 22 日

発表企画が CAJLE2015 年次大会 Proceedings をウェブ上に掲載
第 3 回オンライン理事会開催

10 月
10 月 13 日

第 4 回オンライン理事会開催 CAJLE が全国日本語弁論大会の開催援助を決定

10 月 16 日

CASLT： AGM＆Networking Event /於オタワ/林氏が会長代理で出席
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編集後記
◆今年度からケベック州在住の理事が広報・NL 編集部に加わり、より広い範囲の情報をカバーできるようになりました。
編集部ではニュースレター発行の４ヶ月位前から編集会議をして、今旬なこと・もっと知りたい事・気になる動き等々、記事
として取り上げたいトピックをそれぞれ持ち寄って話し合います。今回の特集「Japan Day」も編集会議で一押しされたトピ
ックです。入念な準備と多方面からの協力なしには成り立たないイベントで、催す側は大変（仕事とイベントとの掛け持ち）
ですが、教室外でのこうしたイベントは楽しいですし、更なる学習への動機付けにもなるし、対外的にもよいアピールにな
り、「町おこし」ならぬ「日本語おこし」につながるのではないかと思います。学生にも企画･参加させて、それを単位の一部
として認める機関もあるそうで、色々な形があることが分かりました。（安袁岐＠王町） ◆私の勤務校では毎年日本文化
を紹介するイベント・ジャパンディを行っています。学生が歌や踊り、ある年にはアルゴリズム体操を披露したこともありま
した。しかし、長年続けてくるとアイディアもなくなり、教師陣は毎年頭を悩ましています。今回の特集では日本文化紹介イ
ベントを取り上げましたが、工夫されて参加者が楽しまれている体験談を読み、イベントの意義を痛感すると同時にアイデ
ィアをお借りして続けていきたいと感じました。(紅＠倫敦) ◆師走です。今年の年次大会や情報交換会でお目にかかった
カナダ・世界各地の先生方も、学期末のテストやプロジェクトでまさに走っていらっしゃることと思います。直接お話しして喜
びや発見、悩みをシェアすることができた方々のお顔を時折思い浮かべつつ私も全速力で走っておりますが、何でもオン
ラインの昨今、オフラインで実際に会うことの効果と人間らしい暖かさを実感しました。どうぞ皆様よいお年をお迎えくださ
い。（Au79＠晩香波） ◆年末が近づき、期末テストと平行して学生たちは交換留学や大学院の申込に大忙しです。そんな
中でもフラッシュカードを作ったり、日本語の本を借りに来たりする学生の姿を見ると、教える側もまだまだ新しい情報を得
たり知識を吸収したりする時間が作れるのかなという気がする今日この頃です。年次大会やそれを通して出来た繋がりを
そんな学びの場、あるいは励みにして一年一年積み重ねていければと思います。（や＠もん）

CAJLE ニュースレター編集部ではコメントや日本語教育に関するご意見など皆様からの投稿を
歓迎します。お気軽に編集部 CAJLE.PR@gmail.com までメールをお寄せ下さい。
CAJLE newsletter editorial board welcomes comments and opinions that address issues
related to Japanese language education. Please email us at CAJLE.PR@gmail.com

カナダ日本語教育振興会
Canadian Association for Japanese Language Education
P. O. Box 75133
20 Bloor St. East Toronto, Ontario M4W 3T3 Canada
Web: http://www.cajle.info/
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会員規定 - Membership
カナダ日本語教育振興会は、カナダにおける日本語教育

CAJLE is a non-profit organization which actively
promotes Japanese language education in Canada. We
welcome everyone who is interested in Japanese
language education.

の発展と向上を目指す非営利組織です。日本語教育に関心
のある方ならどなたでも会員として登録することができます。

CAJLE membership entitles you to:

会員特典

CAJLE membership entitles you to:
- Receive the CAJLE Newsletter full of information about
Japanese Language Education in Canada (two issues
annually)
- Receive various announcements related to Japanese
education via email.
- Attend the CAJLE annual conference, workshops and
other related events at a reduced rate.
- Present research at the CAJLE annual conference
- Special rate for The Canadian Association of Second
Language Teachers (CASLT) membership. (Affiliate
Individual Membership is $15, instead of Regular
Individual Membership $45)

・カナダの日本語教育情報満載のニュースレター(年２回発行）
・日本語教育関係の各種ご案内
・年次大会、勉強会、その他の催しの参加費割引
・CAJLE 年次大会での研究発表資格
・The Canadian Association of Second Language Teachers
(CASLT) 会員登録の割引適用：年会費 $15 （通常$45）

会費年度
毎年１月１日から 12 月 31 日まで。

年会費
一般会員

＄45 CA

3年(一般)会員

＄120 CA

学生会員

＄30 CA

組織会員 4名まで

＄120 CA

Term of Membership:
The term of membership runs from January 1 of each
year through December 31.
Membership Fee:
Regular Membership

$ 45 CA

CAJLEホームページのメンバーシップページ（About us）より、オ

3 years Membership

$ 120 CA

ンラインにてお申し込みいただけます。

Student Membership

$ 30 CA

小切手もしくは銀行振込によるお支払いをご希望される方は、

Institutional Membership (up to 4 members)

$ 120 CA

会員申込書をご記入の上、メールまたは郵送でお送りください。
申込書、お支払い方法についてはホームページをご覧ください。

How to Join:

http://www.jp.cajle.info/

Please visit our website and open “Membership” page
through “About us”. Please fill out the online form and
complete the payment procedure through paypal.
For those who wish to pay by personal check or bank
transfer, please fill out the application form (available on
www.cajle.info ) and mail or email it with the appropriate
membership fee.

申込先：

Canadian Association for Japanese Language Education
(CAJLE)
P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East
Toronto, Ontario, M4W 3T3, CANADA

Mail to:
Canadian Association for Japanese Language Education
(CAJLE)
P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East
Toronto, Ontario, M4W 3T3, CANADA

※連絡先の変更
住所およびメールアドレス等の変更があった場合にはこちらま

Please notify us at the following email address if your

でお知らせください。cajle.kaikei@gmail.com

contact information changes: cajle.kaikei@gmail.com
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CAJLE 2016 年次大会研究発表募集
発表企画
大会テーマ：
「グローバル時代の日本語教育―つながる教育とは」“Japanese Language Education in the Global Age:
Connecting with Each Other”
日時：2016 年 8 月 17 日（水）— 18 日（木）
開催地：オンタリオ州ナイアガラフォールズ、Crowne Plaza Niagara Falls
(https://www.niagarafallscrowneplazahotel.com/)
基調講演・教師研修 I：當作靖彦先生（カリフォルニア大学サンディエゴ校）
教師研修 II：齊藤真美先生（国際交流基金派遣日本語専門家・アルバータ州教育省日本語教育アドバイザー）
教師研修 III：Jim Murphy 先生（President, The Canadian Association of Second Language Teachers）
研究発表は、日本語教育、日本語学、継承語教育などの理論的考察、実践報告、また教材開発などを扱ったもの、
特に大会テーマに関わる発表を歓迎します。発表は、口頭発表（発表 20 分、質疑応答 10 分）あるいはポスター
発表（90 分の発表時間。その後も展示時間あり）のいずれかとし、発表言語は日本語、英語、あるいはフランス
語とします。詳細は近日中に CAJLE Homepage（こちら）に掲載されます。
応募資格
発表者は当会会員に限ります。共同発表者も含め応募時に入会手続きがお済みでない場合は、選考の対象とな
りませんので、ご注意下さい。入会案内はこちらをご覧ください。なお、共同発表を含めて、応募は一人一題ま
でとします。
応募方法（口頭発表・ポスター発表とも）
以下の項目を会員ページのオンライン応募受付サイトにご記入下さい。会員サインインページはこちらです。な
お、応募時の要旨は、大会 HP と大会当日の配布資料に掲載します。
1)
発表題目：日本語と英語、または日本語と仏語。
2)
発表要旨：発表言語で作成。日本語要旨は 700 字以内、英語・仏語要旨は 350 語以内
3)
発表の分野（日本語教育、言語学、継承語教育、その他）
4)
発表者氏名（日本語とローマ字で筆頭・共同発表者全員のもの）
5)
所属（日本語と英語、または日本語と仏語で筆頭・共同発表者全員のもの）
6)
希望する発表形態（口頭発表希望・ポスター発表希望のいずれか）＊選考の結果ご希望に添えない場
合もあります。
7)
メールアドレス（発表者全員のもの）
締切：2016 年 4 月 11 日（月）
採否通知：2016 年 5 月 16 日（月）
大会後 Proceedings を CAJLE ホームページで公開します。前大会までの proceedings はこちらからご覧になれま
す。
CAJLE 2016 年次大会 Proceedings のガイドライン（詳細は近日中に CAJLE Homepage に掲載）
長さ：枚数 4 枚〜10 枚
提出締め切り：2016 年 9 月 1 日（木）必着
なお、大会発表からジャーナル投稿にふさわしい研究を選抜し Journal CAJLE vol. 18（2017 年夏発行予定、
査読審査付）への投稿案内をいたします。
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CALL FOR PROPOSALS:
CAJLE (Canadian Association for Japanese Language Education) 2016 Annual
Conference
Theme: “Japanese Language Education in the Global Age: Connecting with Each Other”
Conference Date: August 17 (Wednesday) – August 18 (Thursday), 2016
Conference Venue: Crowne Plaza Niagara Falls (https://www.niagarafallscrowneplazahotel.com/)
Keynote Lecture and Teacher Workshop I: Professor Yasu-Hiko Tohsaku (University of California, San Diego)
Teacher Workshop II: Ms. Mami Saito, Japanese-Language Education Advisor, Alberta Education (sponsored by
the Japan Foundation)
Teacher Workshop III : Mr. Jim Murphy, President, The Canadian Association of Second Language Teachers
Abstract Submission Deadline: Monday, April 11, 2016
Notification of Acceptance: Monday, May 16, 2016
We invite submission of abstracts for paper presentations and poster presentations on topics including, but
not limited to, Japanese linguistics, Japanese language pedagogy, Japanese as a heritage language, as well as
innovative teaching techniques. Submissions related to the conference theme are especially welcome. The
allocated time for each presentation is 30 minutes (20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion),
and posters will be presented in a 90-minute poster session. Presentations may be given in either Japanese,
English or French.
Please submit your proposal via the Online Proposal Submission form in the CAJLE member-only website. To
access to the member-only site, please sign in from here.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Paper title (in both Japanese and English)
Abstract: 700 letters in Japanese or 350 words in English/French
Area of your study/research (Japanese pedagogy, Linguistics, Heritage Language Education,
Others)
Name(s) of the presenter(s) (in both Japanese and English, or in both Japanese and French; list
all co-presenters),
Affiliation (in both Japanese and English, or in both Japanese and French; list each copresenter’s information),
Preference for presentation type: please indicate either “oral presentation preferred” or
“poster presentation preferred”. We will accommodate preferences as space allows.
E-mail address (of all presenters)

Individuals may submit only one proposal as presenters or co-presenters. Presenters, including co-presenters,
must be members of CAJLE. Non-members will be required to submit a membership application prior to
submitting a proposal. Membership information is here.
We will publish the conference proceedings online (previous issues of the proceedings).
Guidelines for CAJLE Conference Proceedings
The length of manuscript: 4 ~ 10 pages
Submission deadline: Thursday, September 1st, 2016
Also, selected presentations at the conference will be invited after the conference for submission for Journal
CAJLE, Volume 18 (to be published in summer of 2017). These submissions will undergo a separate review
process set by the standards of the Journal.
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