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に憧れ、日本語を学んで日本を直に感じたいという若者は世界中に広
がりを見せています。中でも、統計には現れにくい独習者の増加は、
昨今、日本の外の現場におられる皆さんが共通して感じていらっしゃ
ることだと思います。見渡せば、学習者の文化や価値観、学習の目的
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な言語教育について、新たな角度から考え、活発な議論を行っていた
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が習得してもらいたいと思ってきた「日本語」には、もしかすると今

だける場にしたいと思っています。
16

2016 年下半期活動報告…… 17

さて、ご周知のとおり、CAJLE の活動は年次大会だけではありま
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せん。数年前から始めた地域活動支援プログラムは徐々に実をつけ始
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め、カナダ各地で地域のニーズに合った活動が行われるようになって
まいりました（p.9~10）。このような地域の活動は会員の皆さまのお
声があって初めて実現するものです。お住まいの地域でこんな活動を
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企画してみたいと思われましたら、ぜひ近郊の理事、または CAJLE
広報にご相談ください。
もう一つ、CAJLE の大きな活動としては、全加日本語弁論大会
（p.#？）があります。こちらは全国大会組織委員会との共催で無事
二年目を迎えることができました。関係者や支援団体の皆さまに、こ
の場をお借りして、あらためてお礼を申し上げます。ありがとうござ
いました。
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CAJLE 2017 年次大会のご案内
大会実行委員長 シャープ昭子

先のニュースレターでもご案内しました通り、今夏 2017 年 8 月の年次大会は、ロッキー山脈への入り口とし
ても有名な、雄大な自然に囲まれたアルバータ州カルガリーにて開催いたします。「広がる日本語-日本語教育
と社会とのつながり」を大会テーマに、カルガリー大学にて 2017 年 8 月 16 日（水）・17 日（木）の 2 日間に渡
って行う予定です。
基調講演では、ブリティッシュコロンビア大学の久保田竜子先生に「規範主義を超えた日本語教育の構築
へ：多様性とそのポリティクスを考える」と題し、多様性に注目した応用言語学的概念（リンガフランカとして
の日本語、トランスランゲージング、メトロリンガリズム、越境コミュニケーションなど）、言語教育における
規範主義、そして規範主義を超えた日本語教育の構築へ向けての可能性と課題についてご講演をしていただきま
す。さらに、久保田先生には「多様性を織り込む日本語指導：実践と課題」と題する教師研修 I で、皆様と共に、
リンガフランカとしての日本語、トランスランゲージング、メトロリンガリズム、越境コミュニケーションなど
の多様性概念をどのように日本語指導に織りこむことができるのかを探究していただきます。教師研修 II では、
国際交流基金トロント日本文化センターの田中香織先生に、「媒介語の使用を対照の楽しみに繋げる」という題
で、日本語講座で使う語彙表の見直し作業での気づきを元にして、多様なことばの使われ方を対照的に考える楽
しさを学習者と共有する方法について皆様と共に考えていただきます。また、今回は、CAJLE のパートナー組織
でもあります CASLT（カナダ第二言語教師会）の代表として、副会長のジャニス・オーブリー先生にもご講演い
ただきます。
本大会前日 8 月 15 日にはカルガリー大学日本語プログラム主催の情報交換会も計画されております。大会会
場のカルガリー大学は、東に大平原、西にロッキー山脈という、カナダの自然を満喫できる場所に位置しており
ます。大会翌日には、オプショナルのツアーもご用意しております。大会参加登録、ホテル予約、カルガリー国
際空港からカルガリー大学までの交通情報などの情報も全て大会ウェブサイトに掲載しておりますので、ぜひご
覧ください。大会登録の受け付けは始まっており、早期割引は 6 月 30 日までとなっております。会員のための
大会参加割引コード(Promotional Code)は、会員限定エリアに記載いたしましたので、どうぞお早めにお申し込
みください。

東に大平原、西にロッキー山脈を臨むカルガリーにて、世界各地の皆様のお越しを心待ちにしております。
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INVITATION TO CAJLE 2017 ANNUAL CONFERENCE
AKIKO SHARP, ORGANIZING COMMITTEE FOR CAJLE 2017
As we announced in the previous issue, the CAJLE 2017 Annual Conference will be held on August 16 – 17 in
Calgary, Alberta, the gateway to the Rockies, which is surrounded by great nature. We will convene under the
theme of “Diversifying Japanese: Connections between Language Education and Society”.
We will invite Dr. Ryuko Kubota (University of British Columbia) as a Keynote Speaker, and she will address
“Transcending normatism in Japanese language teaching: Exploring diversity and its politics”. This presentation
provides an overview of recent diversity-oriented concepts in applied linguistics (e.g., Japanese as a lingua franca,
translanguaging, metrolingualism, border-crossing communication), examines the normatism in language
education, and explores the politics of the notion of diversity. The presentation also explores the possibilities and
challenges in transcending normatism in Japanese language teaching. Moreover, in Teacher Development
Session I, Dr. Kubota will help us to explore the ways in which we could apply diversity-oriented concepts (e.g.,
Japanese as a lingua franca, translanguaging, metrolingualism, border-crossing communication) to instruction,
while recognizing social and practical constraints.
Ms. Kaori Tanaka from The Japan Foundation, Toronto will give a workshop titled, “Using the vehicular
language as a contrastive tool for the enjoyment of learning” in Teacher Development Session II. In this session,
Ms. Tanaka will look through actual examples of vocabulary lists used in her classes, and think about how words
have a range of meanings, about how their use changes based on the speaker, the listener, and the situation, and
how we can develop in our students a love of thinking contrastively about their word choice. Furthermore, we will
invite Ms. Janice Aubry from the Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT), which is a
partner organization of CAJLE, to give Teacher Development Session III.
The external session will be provided by the Japanese Program of the University of Calgary on Tuesday,
August 15 from 2pm in the Language Research Centre, University of Calgary. For details about this event,
please see our website. Calgary is nestled between the Great Plains to the east and the Rockies to the west. As
such, it is a great place to enjoy natural beauty. The optional tours to the Rockies or to the surrounding areas will
be prepared for you to explore Western Canada’s stunning natural beauty.
Please check the conference website for updated information, such as registration, accommodation, and
optional tour information. The registration has started. The Promotion Code can be found in the Membersip Area.
We look forward to welcoming colleagues from around the world to Calgary, a city nestled between the Great
Plains to the east and the Rockies to the west.

日本語教師情報交換会 IN カルガリーのご案内
児玉陽子 （カルガリー大学）
たくさんの日本語教育関係者が一堂に会する機会を利用し、CAJLE 年次大会前日に、今回の会場校となって
いるカルガリー大学主催で情報交換会を企画しました。それぞれの機関の日本語プログラムの様子について
互いに情報交換し、さらに交流が図れたらと思っております。大学院生も是非ご参加ください。
日時：
2017 年 8 月 15 日（火曜日） 午後 2:00~4:00
場所：
Language Research Centre, University of Calgary
2500 University Dr NW, Calgary, AB T2N 1N4
申し込み期限：7 月 31 日(月)
RSVP：
こちらをご覧ください。
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特集記事 「多様な学習者、広がる発表の場」
学習者にとっての成果発表の場――いつもの教室とは異なる場で成果を発表するという機会は、技能の向上だけでなく、
自信をつけ、さらなる学習意欲にもつながります。また、参加者との交流によって刺激を受けたり、新たな課題を発見した
り、あるいは外へ発信することで日本語教育のアドボカシーにつながるなど、様々な効果があるでしょう。最近は、継承語
話者や独学者など従来の弁論大会の枠に当てはまらない学習者も多くなり、暗唱のみならず、プレゼンテーション能力が
求められる機会も増えてきました。学習者の背景・スキルが多様になる中、どのような成果発表の場があるのでしょうか。
カナダ国内外から多くの事例をお寄せいただきました。ぜひご参考になさってください。 ― 編集部

JALTA 日本語教育振興会主催 第 19 回お話発表会
サマービル美保子(JALTA 議長)
JALTA 日本語教育振興会はグレーターバンクーバー地域での日本語学習者をサポートするためにカナダ政府、
BC 州政府公認の非営利事業団体として 1974 年に設立されました。年間活動として毎年 2 月にお話発表会を行っ
ております。今年は 2 月 26 日バンクーバー日本語学校並びに日系人会館において、第 19 回お話発表会を在バン
クーバー日本国首席領事内田晃氏を招き開催しました。
今回は、JALTA 加盟校（12 校）に通う小学 1 年生から高校 3 年生までの生徒 30 名が参加し、多くの観客の前
で日本語での発表を行いました。このお話発表会は、日本語学習の意欲を高めること、向上心を盛り立てること、
習得したことを実際に使える場を提供することが目的です。
参加者は、2～3 分程度の時間内に、身の回りで起きた出来事や身近な人のことについて話したり、物事に対
する自分の意見を述べたり、自作や他作の詩の暗唱をしたりします。
今年、小学科の部門では 22 人が参加し、日本のアニメの話、旅行の思い出、趣味やスポーツの話など多岐に
わたる内容を、どの生徒もしっかりとした話しぶりで発表しました。小学校低学年の生徒が一生懸命話している
様子は微笑ましく、高学年になってくると語彙も豊富になり自分の意見を日本語できちんと表現出来ました。
日本語を家庭で話さない生徒が対象の基礎科部門では 7 人が発表。大好きな公園や学校の話、趣味のお菓子
作りの話など、難しい単語も使いながらはっきりとした話し方で発表しました。中、高等科では今回 1 人だけの
参加でしたが、物おじせず堂々と流暢な日本語発表で締めくくりました。
どの生徒たちもこの発表会に向けて、話したい内容を冬休みの期間から考えて原稿を作り、その原稿を暗記
して大勢の人の前で発表する練習を続けました。教師は、発表の仕方の指導などを重ね、保護者も家庭において
暗唱する練習を繰り返しこの日の本番を迎えました。その積み重ねた練習の成果を発揮した生徒たちには、150
名の観客から惜しみない拍手が送られました。お話発表会を通して得られた自信や達成感は、その後の日本語学
習継続への糧になると信じ、JALTA は活動を続けていきます。
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第１回継承語日本語弁論大会
加藤俊久（在シカゴ日本国総領事館広報文化センター）
在シカゴ日本国総領事館では、当地の共催団体と協力しながら、30 年以上にわたって日本語弁論大会を開催
しています。近年の日系企業の進出と長期滞在者の増加を背景として継承語としての日本語教育の重要性が当地
でも高まっていることから、昨年の第 30 回日本語弁論大会において初めて継承語部門を新設し、これまで出場
資格のなかった継承語学習者に弁論大会への参加の途を拓きました。この取り組みが好評を博したことから、更
に本年１月に初の試みとして、継承語学習者のみを対象とした日本語弁論大会を通常の弁論大会とは別に開催し
ました。
継承語に特化した日本語弁論大会は、少なくとも北米地域では例がな
く、当館にとっても新たな挑戦でしたが、管轄内の補習校への案内、入
賞商品を提供する企業や共催団体への説明、ウェブサイトやＳＮＳ、新
聞広告を通じた事前広報に努め、開催日も補習校の授業と重ならない日
曜日を選びました。
結果として、原稿と音声録音に基づく一次審査が不要と思われるほど
レベルの高い応募者が多く集まり、大会では 18 名の出場者がスピーチを
披露しました。継承語に特化した大会を新たに開催したことで、これま

会場の様子

で成果発表の場を持たなかった学習者のモチベーションを高めるきっかけを作ることができ、補習校の教師や保
護者の方々からも、継承語に特化した弁論大会の開催を高く評価し、その継続を強く支持する声が寄せられまし
た。
一方で、いくつかの課題も明らかとなりました。今回の大会の出場者は全員がシカゴ市とその近郊からの参
加であった上、小・中学生の出場者が３名と少なく、共催団体からはそもそも「継承語」という用語が分かりに
くいとの指摘もなされました。今後は、より幅広い参加が得られるよう大会の名称や応募要件を工夫するととも
に事前広報に力を入れ、大会そのものの一層の浸透と定着を図っていきたいと思います。また、スピーチの内容
が継承語学習者に特有のテーマ（日米の学校の違い、補習校での学習や進学をめぐる問題等）に偏りがちという
発見もありました。この点については、スピーチの内容に多様性を持たせるような工夫も考えられますが、参加
者の拡大を図っていくこととのバランスに配慮して慎重に検討する必要があると考えています。
当館としては、できるだけ多くの皆様の期待に応えられるよう改善を重ねながら、今後も継承語に特化した
日本語弁論大会を続けていきたいと思います。

今回の大会の最優秀者のスピーチは下記サイトでご覧頂けます。
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000226904.pdf

集合写真
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カナダでジャパンボウル大会を開催しませんか？
神尾りさ（ワシントンＤＣ日米協会）
皆さんは、「ジャパンボウル大会」と聞いて何を想像するだろうか。フッ
トボールかボーリングの大会のように思われた方がいるだろうか。全米ジャ
パンボウル大会は、外国語として日本語を学習するアメリカ人高校生のため
の日本語、日本文化大会である。1992 年、ワシントンＤＣ日米協会の主催で
初開催されて以来、毎年全米から約 200 名の高校生が出場している。出場者
は 2、3 名がチームとなり、日本語のみならず、日本の文化、歴史、習慣、
地理、時事、日米関係など、幅広い分野について事前学習する。予選 90 問の筆記審査と、日本語でのコミュニ
ケーション能力をはかる会話審査の合計点で、各レベルの上位 3 チームが決勝戦に進む。決勝戦は早押し、個人
戦、チーム戦で行われ、最上級レベルの優勝チームには、日本研修旅行が贈られる。
ここで、過去に出題された問題を紹介したい。

開催目的は、学習者への挑戦的かつ楽しめる機会の提供、高校卒業後の日
本語学習の継続、将来、知日派として日米関係を担う人材の育成などが挙げ
られる。3 人 1 組のチーム戦のため、人前に立つのが苦手だったり、歴史は
できるけれど、文化はちょっとという生徒も、仲間と協力して勉強し、上位
に上がることができる。
昨年より、世界各地でジャパンボウル大会を開催するための支援を開始し
た。日本語学習者数の伸び悩みや、プログラムのマンネリ化などは各国共通の悩みでもあり、ジャパンボウル大
会の開催によって、他地域の教師間でのネットワークを構築、強化させ、大使館や領事館、国際交流基金、日系
企業などの協力を得て、相乗効果で日本語プログラムを盛り上げていくことを目指している。すでにイギリス、
イタリア、セルビア、ポーランド、そしてメキシコで第 1 回ジャパンボウル大会が開催され、いずれも大盛況で
あった。ワシントンＤＣ日米協会では、過去 25 年間にわたる大会開催のノウハウや実績をもとに、各国の主催
者と連携し、主催団体（大学、日本語教師会など）、開催地（大学など）、構成（弁論大会や祭りとの同日開催
も可能）、経費、問題作成（ワシントンＤＣ日米協会の協力）などについて話し合いながら進めていく。
カナダまたは他国で開催を希望される先生がいらしゃいましたら、ぜひご連絡ください。
ウェブサイト：www.japanbowl.org
連絡先：神尾りさ(rkamio@jaswdc.org)

＜写真 3 枚は 2017 年 4 月 全米ジャパンボウル大会の様子＞
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J.LIVE TALK
J.LIVE TALK 2017 実行委員長 辻岡孝枝（ジョージ・ワシントン大学）
J.LIVE Talk は、米国ワシントン特別区にあるジョージ・ワシントン大学で 11 月に行われている、プレゼン
テーションスキルに重点を置いたコンテストです。Japanese Learning Inspired Vision and Engagement の頭文
字で、日本語を学習する全米の大学生・大学院生を対象に、未来像や社会との繋がりについて日本語学習を通し
て考え、発表する機会を提供することを目的として、2015 年に発足しました。
J.LIVE Talk は、米国における大学レベルの日本語学習推進および日米関係分野における次世代のリーダーの
発掘を目指し、出場者のプレゼンテーションは、その発表内容の力強さと独創性の観点から評価されます。また、
メッセージ性を高めるための視聴覚資料の使用、聴衆とのインターラクションなども評価対象に含まれます。
この点で、J.LIVE Talk は従来のスピーチコンテストとは異なります。スピーチコンテストでは言語能力に焦
点を当てるため、視覚的資料などは評価から除外するべきだという意見もあるかもしれませんが、実社会では言
語能力だけが評価されることはなく、言語はコミュニケーションの道具に過ぎません。そこで、J.LIVE Talk で
は、日本語をいかに上手く話すかだけではなく、日本語を使って人を動かすメッセージを伝えられるか、を見た
いと考えました。このため、審査には、日本語教師のみならず、様々な分野でご活躍の皆様よりご協力を頂いて
います。
J.LIVE Talk の構成としては、まず予選のビデオ審査がありますが、これは与えられたトピックに応じて応募
者が作成した YouTube ビデオにより ACTFL 中級下・中、中級上・上級下、上級中・上級上に相当する三つのレベ
ルで行われます。予選を勝ち抜いたファイナリストは、ワシントン DC に集い、聴衆の前でそのプレゼンテーシ
ョン能力を競います。各カテゴリーの金賞受賞者には、ワシントン DC-東京間往復航空券、日本での夏期集中日
本語講座受講費用など魅力的な副賞が与えられます。
最終ラウンド当日は、ワシントン DC 首都圏の産官学および様々な支援団体の皆様にご参加頂いており、貴重
なアドボカシーの機会として、また日本語教育の縦の連携を強める場としても皆様に御活用頂いています。
J.LIVE Talk は、ジョージワシントン大学日本語プログラム主催の非営利事業で、発足以来、在米日本大使館、
米国笹川平和財団、日米友好基金、ワシントン日本商工会財団、全日本空輸(ANA)、その他数多くの団体・企業
の皆様のご支援によって運営されています。2017 年度の J.LIVE Talk は、9 月 1 日に予選が始まり、11 月 5 日に
最終ラウンドが行われます。詳しくはホームページ、http://www.jlivetalk.com をご参照ください。
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ーCAJLE 活動報告ー
CAJLE より全カナダ日本語弁論大会、「継続」シリーズ、地域研修会、の三つの活動をご報告します。 ― 編集部

第 28 回全カナダ日本語弁論大会開催後記
CAJLE 全国弁論大会担当 金梨花 (ブリティッシュ・コロンビア大学)
2017 年 3 月 18 日、BC 州バンクーバーのブリティッシュコロンビア大学(UBC)にて第 28 回カナダ日本語弁論
大会が開催されました。CAJLE と全国大会組織委員会、開催校 UBC との共催で開催されたこの大会にカナダの７
地区大会の各カテゴリー 第一位通過者合計 25 名が一堂に会し、長い時間をかけて準備したスピーチを発表しま
した。トピックは自分の趣味や夢、そして日本社会・世界での多様な人間同士の共存、自分たちの世代が果たす
べき役割まで多岐にわたり、若さと学習意欲にあふれた言葉、そして将来を見つめる希望にあふれた視線が感じ
られる大会になりました。また、文化紹介では UBC 日本語科の教員が所属する表千家の茶道が紹介され、出場者
それぞれにお茶とお菓子がふるまわれました。北米日本語放送 TVJAPAN もニューヨークから取材に訪れ、弁論大
会の様子をカメラに収めていました。
今回は開催校として出場者を迎え、緊張感や真剣さを直接感じることができたのは全国大会担当者として大
変貴重な経験でした。大会前後や休憩時間に日本語を共通語として交流している姿に、確かに日本語が目的その
ものではなく生きた道具となっていることを実感しました。同じ地区の出場者がお互いに励ましあい、違う地区
の出場者の成果を称え、大会後は UBC の学生ボランティアの企画による「二次会」に出かける姿は、開催校の教
職員にとって大変あたたかく、心に残る情景でした。
カナダ各地の全国大会組織委員、CAJLE、地区大会実行委員会、そして開催校とのチームワークで無事今年度
も開催できたことを大変嬉しく思っています。地区大会を含め弁論大会に出場した学習者全ての努力と成果を祝
福し、ご指導下さった先生方、地区大会実行委員会の皆様、審査員の皆様ならびに開催をお手伝いくださった
UBC のボランティアの先生方と学生ボランティア、そしてご支援くださったスポンサーの皆様に心よりお礼申し
上げます。
全国大会の写真、文集、一位入賞者の動画が CAJLE サイト上に掲載されておりますので、ぜひご覧ください。
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日本語教師情報交換会 第 23・24 回 日本語学習を継続させる
松本朋子（トロント日本語学校・JCCC）・小室リー郁子（トロント大学）
日本語教師情報交換会として 2009 年より始まった通称「継続」シリーズでは、CAJLE と国際交流基金トロ
ント日本文化センターの共催のもと、日本語教育関係者や日本語教育に関心を持っておられる方を対象に、
学校見学、教材分析などを通して参加者同士のつながりを大切にしながら、学び合う活動を行っています。
2 月 25 日（土）に実施された第 23 回目の集まりでは、「口頭能力を伸ばす教室活動の共有」と題し、参加
者の方々に実際の授業で使っている教案、教材等をご持参いただき、紹介し合うという活動を行いました。
バラエティーに富んだ教材、授業ですぐに使えるアイデアの共有は、大変参考になったとの感想をいただき
ました。
続いて 4 月 22 日(土)に行われた第 24 回の集まりでは、前回の第 23 回と同様に教室活動の共有を行いまし
た。発表の際には発表者の方が教師、その他の参加者の方は学習者として、模擬授業形式での発表を行って
いただいたのですが、参加者の方々からは普段他の先生方がどのような授業をされているのかを知ることが
でき、とても勉強になったとのフィードバックをいただきました。
今後の「継続」シリーズでも、日本語教育に携わる方ならびに日本語教育に関心がある方々のネットワー
ク作りと共に、日本語学習者の継続学習につながるような情報共有の場、また学び合いの場を持っていきた
いと思っております。次回の集まりは 7 月頃を予定しております。

＜第 23 回・継続シリーズ＞

＜第 24 回・継続シリーズ＞

9

©CAJLE 2017 カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education

地域研修会報告：オンタリオ州ロンドン市
河井道也，赤井佐和子，白川理恵（ヒューロン大学）
2017 年 3 月 18 日に、CAJLE から地域研修会支援金を頂き、
JF Toronto のご協力のもと、ヒューロン大学にて教師研修会を
開催しました。ロンドン市近郊で継承語、大学教育に携わる
方々が一堂に会する機会は今までに一度もありませんでした。
国際交流基金トロント文化センターから田中香織氏を講師とし
てお招きし、「複言語の環境で育つ子供たち」をテーマに話し
合いました。まず CEFR についての概要から始まり、複言語とは
何か、現在の継承語教育の状況と近年の取り組みを紹介してい
ただきました。参加者にとって、継承語としての日本語とは何かを見つめ直すいい機会になったと思います。
このように様々な教育機関の教師が集まり、お互いの状況についての情報交換を行い、どのように助け合え
るかを共に考えることができ有意義であったと思います。これを機に、今後様々なテーマを決めて研修会を
定期的に行っていきたいと思います。CAJLE のご協力に主催者・参加者一同感謝しております。

地域研修会報告：オタワ地区
東プリクリル陽子（カールトン大学）
2017 年 3 月 26 日に、CAJLE から地域研修会の補助金を頂き、JF
Toronto のご協力のもと、「21 世紀における継承日本語教育：今学ぶ
こと、その先にみえるもの」というテーマで、青木恵子先生（クィー
ンズ大学・キングストン日本語教室）と田中香織先生（国際交流基金
トロント日本文化センター）を講師にお迎えし、カールトン大学で教
師研修会を行った。研修内容は、まず冒頭に大使館の二木参事官のご
挨拶を戴き、次に青木先生による「継承語教育」の理論的考察や実践
報告を含む基調講演、そして田中先生からインプロ(即興)等のドラマ
ワークを用いた体験的教室活動のご紹介、最後にグループディスカッションというものであった。
今回は教師のみならず保護者や継承語教育に関心のある方ならどなたでも参加可能としたので、立場を超
えて共に学び、異なる視点からの意見交換、「ネットワーク土台
づくり」ができたようだ。また、保護者からは子供の言語教育の
悩みや相談が数々出され、それに対し言語教育の専門家であり、
保護者である青木先生が返答並びにアドバイスを与えて下さった。
子供たちに持続可能な学習環境を提供できるよう、幼児から大学
までの継続日本語学習が実現できるよう、今後も研修会を重ねて
いきたいと考えている。
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CAJLE とパートナーシップを結ぶ CASLT「カナダ第二言語教師会」では、隔年で大規模な学会 LANGUAGES WITHOUT
BORDERS を開催しています。この度 2017 年 4 月にアルバータ州エドモントンで開催された LWB について、AJTA 会長コ
ルビン・マッセルマン先生に記事をお寄せいただきました。 ― 編集部

CASLT - NATIONAL LANGUAGES WITHOUT BORDERS
CONFERENCE - APRIL 6TH TO APRIL 8TH, 2017
CORBIN MUSSELMAN
TEACHER - SPRUCE GROVE COMPOSITE HIGH SCHOOL
PRESIDENT - ALBERTA JAPANESE TEACHERS’ ASSOCIATION

The Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT) and Edmonton Public Schools’
Institute for Innovation in Second Language Education (IISLE) held the biennial national conference called
Languages Without Borders (LWB) from April 6th to April 8th, 2017.
Over the three days of the conference delegates were able to attend a pre-conference entitled the Impact
of Secondary Language, the full LWB conference as well as an Aboriginal Language Gathering that was
supported by Alberta Education. The keynote speaker on Friday, April 7th was Alexandre Trudeau who spoke
about the role of students as global citizens while on Saturday morning, Dr. Mary Grantham O’Brien discussed
the importance of learning a second language.
The conference offered a wide variety of sessions with several of them focusing on the implementation of
technology as a learning resource in the Second Language Classroom. The Tech Cafe provided educators
the opportunity to learn “hands-on” about everything from virtual reality to creating infographics and memes.
The Kita no Taiko drummers from Edmonton brought the conference to a close on the Saturday. Both
CASLT and IISLE team members should be proud of the amazing learning experiences provided throughout
the conference. Well done to you all!
The next Languages Without Borders conference is scheduled to take place in the spring of 2019 in New
Brunswick. We hope to see you there!

※CAJLE 会員は CASLT 会員登録の際に割引が適用となります。会員規定をご覧ください。
*CAJLE members are eligible to receive a special rate when joining CASLT. Please see Membership page.
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ー学校紹介―
今回は、2017 年 8 月 CAJLE 年次大会が開催されるアルバータ州から二校、ご紹介いたします。― 編集部

エドモントン日本文化協会・日本語クラス
長倉由紀子(講師)
EJCA (Edmonton Japanese Community Association、エドモントン日本文化協会)が提供する日本語クラスは、
現在 Total Beginner クラス 8 名、Intermediate-Beginner クラス 9 名と Advanced-Beginner クラス 6 名の合計
23 名が、毎週水曜日の午後 7 時から 9 時までの 2 時間、EJCA センターで日本語の授業を受けています。
このクラスは、日系二世、三世の方々、日本に行って覚えた日本語に磨きをかけたい若い人達、日本文化や日
本語に興味を持つ方々などが、フォーマルな大学などの成人向けの教室でよりも、リラックスした環境で学びた
いという希望に応えて 2009 年に 1 クラスが開設されました。レベルが合わない、試しに受けただけ、会話だけ
がよいなどの理由で、初期の継続率は高くはありませんでしたが、現在は受講者も EJCA 会員中心から一般の方
へと広がり、今では 3 レベルのクラスに発展しました。
教材は “Genki I”を使い、大学などで日本語教育をしている 3 名の講師により、仮名と基本的漢字の習得、
文法の理解、会話練習などを行い、1 年 3 学期(9 ｰ 12、1 ｰ 3、4 ｰ 6 月)をかけて１レベルを修了し、入門からの 3
年間で “Genki 1”のコミュニケーション力を身につけることを目標としています。とは言っても、週 1 回の授
業では、基本は理解できても、複雑な活用形やて-form などを実際に応用して会話するところまで行くのは難し
く、Total Beginner クラス以外は繰り返し受講する生徒が多数います。EJCA の日本語コースの特徴としては、
大学などのコースと違って、生徒のペースに合わせて進度を調整できること、EJCA の財政支援で授業料を 10 回
105 ドルに抑えられることです。受講者は EJCA 会員登録が必須なので、日本語クラスだけでなく、EJCA の活動
に参加し日本文化に触れる事もでき、日系コミュニティの広がりというメリットも得られています。

UNIVERSITY OF L ETHBRIDGE J APANESE P ROGRAM
ABIGAIL M C M EEKIN P H .D. (C OORDINATOR )
The Department of Modern Languages began offering courses in Japanese in the 1993 summer program. A
basic four-course Japanese language program was added in 1999. Since then Japanese increased in popularity
enough to justify adding a minor in 2008. The minor currently consists of six courses, including all five semesters
of Japanese language instruction offered here (JPNS 1000, 1100, 1500, 2000, 3001), and one of four Japanese
studies courses (two Japanese culture and society courses, a Japanese religion course, and a Japanese summer
study abroad course). Depending on the number of courses offered during the semester, the number of students
studying Japanese ranges from 60 – 80. Students’ reasons for studying Japanese vary, but a large percentage
indicate interest in Japanese pop culture or martial arts. Next year, as Arts and Sciences minors become
available university-wide, we expect this will increase the number of students taking Japanese.
The history of Japanese heritage in this area has contributed significantly to the success of our program. The
Nikkei Cultural Society of Alberta and Area offers two scholarships for students obtaining a Japanese minor and
supports a Japanese book prize for excellence in the study of Japanese.
To promote Japanese culture at the university and in the community, we host “Japan Day” (now a part of
“Asian Week”), a biannual event to showcase Japanese culture. It includes interactive demonstrations in martial
arts, Bon dancing, taiko drumming, tea ceremony, origami, and calligraphy as well as film showings and lectures
on Japanese religion, politics and history.
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― リレー随筆 ― 「異なり」・「逸脱」から学ぶ
天野みどり（大妻女子大学）
皆さんは「ギョーカンヤスミ」とは何のことだと思いますか？

実は、日本の特定の地域の学校では、2 時

間目と 3 時間目の間の長めの休み時間のことを「ギョーカンヤスミ（業間休み）」と言うそうです。「大休
憩」という地域もあります。本学の日本語学の卒業論文に「気がつかない方言」を論じたものがあり、その
例として挙げられていました。
この卒論の筆者は富山県出身の学生で、東京の大学に入学してはじめて、自分が共通語だと思って用いて
きたいくつかのことばが実は富山方言であったことに気づかされたと言います。このようにそれが方言であ
ると気づきにくいものにはいくつかのパターンがあるのですが、そのうちの 1 つが、上例のような学校生活
の中で用いられることばです。
学校の状況とだけ結びついたことばは、テレビや書籍の一般的な文脈にはめったに登場しないので、それ
が共通語と異なることに気づくチャンスがありません。さらに重要なのは、学校の学びと結びついたことば
は規範性をまとって捉えられるということです。学校は個々の家と対立的に、より一般的な社会規範を学ぶ
ところと捉えられます。その学校で当たり前に用いられることばであれば、生徒たちが全国共通のことばだ
と思い込むのも肯けます。
生徒たちは異なる地域に巣立ってはじめてその思い込みに気づくわけですが、もちろん教員に落ち度があ
るわけではありません。むしろ、こうした気づきを体験できる生徒は幸せです。同じ日本語と言っても実に
多様であることを、東京での新しい生活の始まりとともに衝撃的に学ぶわけですから。他方、生まれてから
ずっと東京を離れたことがない学生は、このような異なる言い方を地域差による多様性と捉える以前に「間
違った日本語」「変な日本語」と捉えてしまうかもしれません。
前回のリレー随筆では脊尾泰子先生が日本語教育の体験から「間違い」を指摘する前に「間違い」の背景
を思索したいと述べていらっしゃいます。私は、日本語母語話者への教育においても、日本語の「間違い」
を多様性・社会的ヴァリエーションという観点から、あるいは言語変化の観点から立ち止まって考えること
の大切さを伝える必要があると考えています。
さらに、文法と意味を研究する私の近年の研究テーマは逸脱文の意味理解。実際の母語話者の言語使用で
は言い間違いも含め規範からの逸脱だらけですが意味理解はなされます。文法規則の柔軟な運用という観点
からも、ことばの「間違い」とは何なのか、考えるべきことはたくさんあります。
次は、応用言語学、談話研究がご専門の山形大学の渡辺文生先生にバトンを渡します。

執筆者プロフィール

- 天野

みどり

（あまの

みどり）

筑波大学博士課程大学院文芸言語研究科言語学（日本語学）単位取得退学、2002 年博士号（言語学）取得。新
潟大学人文学部助教授・和光大学表現学部教授を経て、現在大妻女子大学文学部教授。
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絶版となっていた CAJLE の出版物『継承語としての日本語教育―カナダの経験を踏まえて―』及び『子どもの会
話力の見方と評価―バイリンガル会話テスト（OBC）の開発―』の 2 冊が、ウェブにて公開される運びとなりました。
ぜひこちらからアクセスしてご覧ください。電子化に際して、CAJLE 名誉会長である中島和子先生ならびに共編著者の
みなさまのご理解とご協力を賜りました。以下の紹介文は、直々に中島先生にお寄せいただきました。 ― 編集部

―書籍紹介―
中島和子（トロント大学名誉教授）
『継承語としての日本語教育—カナダの経験を踏まえて—』(中島和子・鈴木美知子編 1997)
本書は、カナダの連邦政府 (Department of Heritage) のグラントを得て、
1994 年に夏期現職教師研修全国大会を開催、その報告書を提出したところ、
継承日本語教育の本を報告書中心に出版しないかと勧められて誕生した書
物です。稀にみるラッキーなスタートで、結果として「一番乗り」という
タイトルを４つもいただきました。4 つとは、CAJLE が初めて出版した本、
初めてカナダで開催された日本語教育関係の全国大会、さらに「継承語と
しての日本語教育」に関する初めての出版、そして最後に「継承語」とい
う用語がタイトルに載った初めての出版物ということです。ちなみにその
ころ日本では heritage language は「遺産言語」と訳されていました。新
しいコンセプトの「継承語」「継承語教育」はこの本から始まったと言っ
ても過言ではありません。当時の CAJLE メンバー有志のご協力に、今でも
深く感謝しています。

『子どもの会話力の見方と評価—バイリンガル会話テスト（OBC）の開発—』(カナダ日本語
教育振興会 2000)
家庭の中で育った会話力を正当に評価して、日本語を話すことは楽し
いこと、大事なこと、自分にもできること、という実感を持って日本語
学習に前向きに取り組んでもらうための診断ツールです。テストという
よりは、複数の言語がどのように伸びているかを知るための会話力のカ
ルテ（医師の診断書）と言った方がよいでしょう。語彙カードと 3 種類
の色の絵カードを用いて、会話力を基礎面、対話面、認知面の 3 面で診
断します。所要時間は１人約 15 分 毎年使って、1 年でどのぐらい会話
力が伸びたか確認するといいでしょう。
OBC は、小 2 から中学生までを対象に作成されていますが、語彙と導入
会話は幼児にも使えます。CAJLE メンバー有志によって開発されたもので、
その開発の経緯や背景については中島・桶谷・鈴木（1994）「年少者の
ための会話力テストの開発」『日本語教育』83, 40-58）をご参照くださ
い（上記の『継承語としての日本語教育—カナダの経験を踏まえて—』(中
島・鈴木編 1997)の pp.77-95 にも転載されています）。
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もう１点。日本国内の「外国人児童生徒」のために、2009 年から何度も OBC ワークショップを日本の各地
でやってきました。そのための資料が、以下のものです。日本の状況に合わせて、テストのフローチャート
が７カ国語、語彙正誤表は 10 カ国語で出来ていて、いろいろな言語の組み合わせで OBC が使えるようになっ
ています。ご興味のおありの方には、実費でお分けしますのでご連絡ください。

『バイリンガル会話力の三面評価—OBC 実践ガイドー』（中島和子編著 2015）
各国語版フローチャート:日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、
ドイツ語
各国語版語彙正誤表:日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、タガログ語、中国語(1)（大陸・
中国語）、中国語(2) （台湾・中国語）、中国語（3）（香港・広東語）、ドイツ語
語彙カードと 3 種類の色別絵カードは別売りです。お問い合わせは中島まで。

国際交流基金コーナー
「離着任のご挨拶」
国際交流基金では、アルバータ州教育省派遣の日本語上級専門家の交代、及び、トロント日本文化センターの所長、
日本語講師の着任がありました。 ― 編集部

前 アルバータ州教育省派遣日本語教育アドバイザー
国際交流基金派遣日本語上級専門家
齊藤真美
2014 年 5 月に前任者からのバトンを引き継ぎ、早 3 年。カナダ・アルバータ州教育省のポストについてからは全速
力で、時には息切れしつつも皆様方に支えられながら任期を終えることができることに心から感謝いたします。21 世紀
の急速な時代の変化にともない、教育現場の状況も大きく変化する中、パラダイムシフトをキーワードに現状の課題解
決に向けて年次大会を始め研修会等で多くの先生方と一緒に考える機会を得られたことは非常に幸運でした。これか
らもオンラインの世界で皆様と引き続きお付き合いさせていただければと願っております。次の赴任地でありますオー
ストラリア･シドニーで今後のカナダの日本語教育の発展を心からお祈りしております。

アルバータ州教育省派遣日本語教育アドバイザー
国際交流基金派遣日本語上級専門家

村上吉文

4 月 29 日にアルバータ州教育省に着任いたしました村上吉文と申します。カナダにはちょうど 30 年前にワーキング
ホリデーで来ていたことがありますが、もうすっかり昔のことですので、はじめから勉強しなおすつもりでおります。個人
的には日本語教育におけるソーシャルメディアの利用に特に関心がありまして、こうした新しいメディアを使って勉強し
ている独習者をどうやって支援するかをいつも考えています。私自身、日本語教育の現場から完全に出て支援する側
に回るのは初めてですので何かと慣れないこともあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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国際交流基金トロント日本文化センター所長

清水優子

この 4 月に、トロント日本文化センターの所長に就任いたしました清水優子と申します。これからカナダで文化交流に
携われることを大変嬉しく思っており、また当地の日本語教育に日々貢献なさっている CAJLE の会員の皆様にお目に
掛れるのを楽しみにしております。
1995 年に国際交流基金に入って手掛けた最初の仕事は日本語教材の制作でした。その後は文化芸術部門やドイツ
のケルン日本文化会館での勤務を経て、直近では東京の日米センター（Center for Global Partnership）で日米間の知
的交流および草の根交流に関わっておりました。
国際交流基金がこの広大なカナダでの日本語教育の更なる発展に寄与できるよう、皆様のお力をお借りしながら努
力して参りたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。

国際交流基金トロント日本文化センター 日本語講師 川口純子
皆様初めまして。本年 3 月より、前任の倉沢郁子に代りまして日本語講座担当として、国際交流基金トロント日本文
化センターに着任した川口純子（かわぐちよしこ）と申します。 これまでは日本国内の留学生・技能実習生の日本語授
業や、日本語ボランティアグループのファシリテーターとして日本語教育に携わってきました。 海外での日本語教育に
かかわらせていただくのは 2010 年 JENESYS Program で派遣されたニュージーランド以来です。これから、当センター
の一員として、カナダでの日本語教育の発展に貢献できるよう、努力していきたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻の
ほど、どうぞよろしくお願いいたします。

― CAJLE よりお知らせ ―
地域研修会支援金について
REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND
2014 年 10 月に始まった CAJLE 地域研修会支援金は、カナダ全域の日本語教育活性化につながる活動を支援する
ための助成金です。これまで BC 州バンクーバー、SK 州レジャイナ、ON 州ロンドン、ON 州オタワ、とさまざまな
地域において研修会・情報交換会が実施されてきました。会員自らが企画する地域のニーズに応じた教師研修や
教師間のネットワーク作りを支援いたします。詳細はこちらをご覧ください。皆様からのお申し込みをお待ちし
ております。（広報担当）
In October 2014, CAJLE introduced the Regional Workshop/Meeting Support Fund, and this has allowed broadranged activities that assist with the growth of Japanese language education in Canada. Workshops have been
held in various regions such as Vancouver, Regina, London, and Ottawa. This fund will enable members to plan
and create their own instructor training, as well as networking meetings that suit regional needs. Please see the
website for more information. We look forward to receiving your application. (Public Relations)
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CAJLE2016 年度下半期活動報告

（2016 年 12 月～2017 年 5 月）

書記 青木恵子、脊尾泰子、白川理恵
理事会担当報告及び承認事項
2016 年
12 月 1 日

広報部よりニュースレター53 号発行
2017 年夏発行予定のジャーナル CAJLE18 号 投稿締め切り

12 月 13 日

第 7 回オンライン理事会開催

12 月 20 日

年会費機関会員（4 名まで）＄120 会員追加の申し込みを許可する改定案を臨時理事会にて承認

2017 年
1 月 19 日

2017 年 CAJLE 年次大会の研究発表募集を開始
大学院生を対象とした Abstract Award についても告知

2 月 14 日

第 8 回オンライン理事会開催

2 月 21 日

CAJLE 出版物 2 冊の電子版をウェブサイトにて公開
・中島和子・鈴木美知子（編）（1997）『継承語としての日本語教育—カナダの経験を踏まえて—』（カナ
ダ日本語教育振興会） Welland, Ontario: Éditions Soleil
・カナダ日本語教育振興会（2000）『子どもの会話力の見方と評価—バイリンガル会話テスト（OBC）
の開発—』Toronto, Ontario: カナダ日本語教育振興会

2 月 25 日

「第23回日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）」開催 於 国際交流基金トロント日
本文化センター 共催：CAJLE、国際交流基金トロント

「口頭能力を伸ばす活動の教材・教室活動案

の共有」その１
3 月 18 日

「第28 回カナダ全国日本語弁論大会」開催 於 ブリティッシュコロンビア大学 共催：CAJLE、全国大会
組織委員会、ブリティッシュコロンビア大学 7 地区から25 名の地区大会一位通過者が参加

3 月 18 日

地域研修会支援企画「ロンドン日本語教師研修会 複言語の環境で育つ子供たち」開催 於 ヒューロン
大学 共催：CAJLE、ヒューロン大学 協力：国際交流基金トロント

3 月 26 日

地域研修会支援企画「21世紀における継承語教育―今学ぶこと、その先に見えるもの―」 於 カールト
ン大学 共催：CAJLE、カールトン大学 協力：国際交流基金トロント

4 月 6～8 日

カナダ第二言語教師会(CASLT) Languages without Borders（於エドモントン）にて日本語体験クラスを
開催（シャープ氏）

4 月 10 日

CAJLE2017 年次大会研究発表募集の締切
第 9 回オンライン理事会開催

4 月 22 日

「第 24 回日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）」開催 於 国際交流基金トロント日
本文化センター 共催：CAJLE、国際交流基金トロント 「口頭能力を伸ばす活動の教材・教室活動案の
共有」その２

5 月 30 日

CAJLE2017 年次大会の参加登録受付を開始
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編集後記
◆地元での研修会では周りの先生のお話に共感。そして、弁論大会では学生の堂々たるスピーチに感動。さらに、今回
の特集記事・活動報告では、カナダ及びアメリカ各地で試行錯誤されながらも様々な取り組みを行われている教師の皆さ
んから刺激を受けました。日々の仕事に追われる中であっても教室の外にも目を向ける大切さを感じます。今年のカルガ
リー大会では多様性について様々な視点から学べる機会。どんな刺激を受けるか今から楽しみです。(紅＠倫敦)
◆日本の書籍業界では「伝え方」に関する書籍がここ数年売り上げの上位を占め、今も本屋では日常生活・ビジネスなど
シチュエーションごとに「伝わる」日本語のハウツー本が平積みされているようです。母語話者同士でも「伝える」のがそれ
ほど難しいからこそ求められている書籍なのでしょう。自己表現の場面や方法が多方面に広がる今、伝わる日本語を伝え
る教員の力も試されている気がします。（Au79＠晩香波） ◆このニュースレターの編集に取りかかったとき、内陸のプレ
ーリー州はまだ雪が降る、寒い季節でした。ニュースレターが出来上がっていくとともに、外は日に日に素晴らしい季節へ
と変わっていきました。記事を読みながら、その間の出来事やイベントなどを思い出していました。皆さま、素晴らしい夏を
お過ごしください。(123＠薩斯卡通) ◆今回の特集記事で、多様な成果発表の場があることを知りました。小さいお子さ
んにとっては、人前に出て自分の話を伝え、聴衆から拍手を受けること自体が大きな自信につながるでしょうし、年齢が高
くなると、他の学習者と切磋琢磨するというのも何にも代えがたい貴重な経験になりますね。教師も刺激を受け、いろいろ
と振り返るきっかけになります。そういえばオンタリオ州でも 1 年生から 12 年生までの継承語・外国語としての日本語学
習者を対象とした「にほんごアート作品展」があります。隔年開催ですが、これを楽しみに 2 年かけて構想を練っている子
供たちがいます。このモチベーションを大事に育てていきたいと思っています。（安袁岐＠王町）

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。

Term of Membership:

会員の種類
一般会員（1年）

＄45 CAD

一般会員（3年）

＄120 CAD

学生会員（1年）

＄30 CAD

組織会員 （1年、4名まで*）

＄120 CAD

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

*全員が同じ組織に所属していること。4 名を超える場合、以

Regular Membership (1 year)

$ 45 CAD

Regular Membership (3 years)

$ 120 CAD

Student Membership (1 year)

$ 30 CAD

Institutional Membership (1 year, Up to 4 members*)

降 1 名追加ごとに$30 お支払いいただきます。

$ 120 CAD

*All members must belong to the same institution. If there
are more than four members desiring membership, each
can be added by paying $30 for each additional person.

CAJLEホームページのメンバーシップページ（About us）より、オ
ンラインにてお申し込みいただけます。
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、

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.

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。

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

Please notify us at the following email address if your

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

contact information changes: cajle.kaikei@gmail.com

でお知らせください。cajle.kaikei@gmail.com
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