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日本語教育が目指すもの

――巻頭言に代えて

楊

暁捷

日本語教育を取り巻く環境は、時代の変化ととも

よりも、そのような掴みようのない世界を持ってい

に確かに動いている。皆さんは、それをどのように

る学生のほうが、なぜか妙に逞しくて、期待をさせ

観察し、何を体感なさったのだろうか。そして、新

てしまう。

たな環境にどのように対応されているのだろうか。

このことは、結局われわれの携わっている日本語

当世の学生気質をよく表していることがらの一つ

教育が一体何を目指すべきかという問いかけに繋が

に、日本語を習う動機そのものが挙げられる。例え

ると思われる。これに対して、次のような考えはい

ば、「アニメが好きだから」と大真面目に理由を述

かがだろうか。

べて日本語のクラスに入ってくる。

日本語教師の仕事は、言うまでもなく学生に言葉

その目で周りをよく見れば、アニメはいつの間に

を習得させることだ。しかしながら、ごく限られた

か日本のもう一つのブランド品に成長してしまった。

年数で一つの言語を覚えさせてしまうというような

テレビをつければ、連日のように映し出されてくる

アマイことは、よほどの無理をしなければできない。

アニメ番組には、日本語が何気なく混ざっていて、

われわれにできることは、本人がいつか本気で日本

仮名や漢字も平気で顔を覗かす。それはけっしてオ

語を身につけようとして勉強をする場合の手がかり

リエンタル的な異国情調や異郷憧憬といったもので

を与えることではないだろうか。では、この手がか

はなく、ただ単に翻訳が追いつかないという単純な

りとは、何だろうか。古風な考えなら、文法だ。言

理由が見え隠れする。一方では、日本側もしっかり

葉のルールという骨組みを持たせ、いつの間にかそ

と構えて、戦略的に世界市場を狙っている。精巧に

こから言葉の葉が生えてきて、やがて木となること

こしらえられた無国籍のキャラクターがスクリーン

をひそかに期待する。対して、今風の考えなら、模

に溢れ、ディズニー・マジックに勝る日本アニメパ

擬的な交流だ。手応えのある実践を通じて、言葉を

ワーが鮮やかなストーリーを織り出す。「ポケモン」

操る可能性と喜びを体験してもらう。はたしてどち

の成功は今や古典的な範例となって数々のエピソー

らがいいか、にわかには答えようがない。あえて言

ドを残し、「千と千尋」は、アカデミーの翼に乗っ

えば、古風なやり方には苦労と修行のイメージが伴

て一世を風靡する。

い、今風のアプローチは、楽天的で華やかさがあり、

まさにこのような時代の奔流に流されて、熱心な

今時の若者には似合う。

学生が日本語入門を志す。クラスメート同士でポッ

教師として大事なことは、責任感を持ち、正しい

プカルチャーの蘊蓄を見せびらかし、情報を交換し

知識を持って学生に向かい合うことに尽きる。教え

ながら、カタカナ言葉を旧知のごとく吸収する。ま

る者も時代とともに、そして学生とともに成長しな

た、幾ばくの言葉も覚えていないのに、翻訳家にな

ければならない。語学教育を通じて、人間を育てる

るなどと、堂々と宣言したりする。逆にその熱気に

役目を担い、言葉の向こうに文化や伝統という別世

押されて、教師のほうが思わず辟易し、戸惑ってし

界があることを学生に気付かせるように心がけるべ

まう。だが、これも一度ならず体験されたものだと

きだ。これこそ、教育の本筋に触れるものではない

思われるが、こちらの話を大人しく聞くだけの学生

だろうか。
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活動報告とこれからの活動案内
2003 年度カナダ日本語教育振興会年次大会
2003 年度カナダ日本語教育振興会年次大会
2003 年度当会年次大会は、国際交流基金及びアル
バータ教育省の後援を得て、8 月 21 日（木）から 8

評価を得て、盛況な大会であった。
年次大会各プログラム及び定例総会の詳細は、次
の通り。

月 23 日（土）までの３日間、カルガリー大学を会場
に開催された。また、24 日（日）は自由参加による

研究論文発表

バンフへの日帰り旅行が実施された。開会式では、

21 日（木）
・22 日（金）の午前、２日間にわたり、

在エドモントン日本国総領事館野澤佳奈子副領事よ

２教室同時進行で実施され、総て日本語による 25 本

り祝辞をいただいた。

の研究発表が行われた。今回は、香港からの発表者

今年は、振興会発足以来初めて、トロントを離れ

や、日本からは早稲田大学の川口義一先生が５名の

た年次大会の開催となった。さらに、研究論文発表

発表者を率いて参加されたりして、充実した内容の

会を２部だて同時進行とし発表本数を多くしたこと、

活気ある発表会であった。発表者とタイトルは下記

９名の講師による内容の多彩な現職教師研修会、大

の通り（発表順Ａ教室先行）。

会３日目は日本語部会と英語部会の同時進行とした
英語話者への配慮や、自由参加のバンフ日帰り旅行

Ａ教室（Room164）

など、従来の大会と一味も二味も違う企画であった。

1. 柴田あづさ（佐賀大学）「日本語による発話意欲

大会２日目には、カルガリー市内の中華レストラ

を促進するための活動の提案－ブラジルの日系の年

ンにて親睦会が行われた。和やかな雰囲気の中、参

少学習者と保護者の心理的な問題に焦点を当てて」

加者同士の良い交流ができたこと、料理がお
お いしか

2. 菅野和江（ハワイ大学）「日本語上級学習者の中

ったことなど、大変好評であった。

間言語プロファイル」

大会中３日間を通して、昼休みには、Nihongo Circle

3. 原澤伊都夫（静岡大学）「日本語教室における異

の教材展示即売、CAJLE 出版物の展示即売、日本か

文化理解－教師の側から」

ら参加の語学学校 KCP 及び国際交流基金の案内資料

4. 鵜沢梢（レスブリッジ大学）「短歌翻訳の現在と

展示、年少者部会や高校部会の過去における発表資

将来への提言」

料の展示や説明が行われた。例年よりもゆったり取

5. 畔上ラム智子（リジャイナ大学）「日本語プログ

った昼食時間には、参加者同士が自由に情報交換し

ラムの現状と WebＣt 導入過程報告」

たり、じっくりと教材を検討したり、発表資料を囲

6. シュナイダー恵子（アルバカーキ TVI コミュニテ

んで意見交換をすることができた。また、23 日には

ィー・カレッジ）「オンラインでの草の根教師研修

川口義一先生による「のこぎり演奏」もあり、くつ

活動－『先生オンライン』」

ろいだ一時となった。

7. 藤岡典子（シンシナティ大学）
・中窪高子（アイオ

今年度大会参加者は計 85 名、カナダの他、日本、

ワ大学）「国際企業研修生向け技術用語英和辞典の

アメリカ、香港からも参加があった。大会へのアン

作成－外国人インターンのニーズ分析」

ケート調査でも、全体的に「とても良かった」との

8. 田島毓堂（名古屋大学）「言語教育のための語彙
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詳細コードの提案」

者の長・短母音エラーにみる日本語音韻教育」

9. 金山貴美（ジョージアサザン大学）「日本語学習

9. 戸田貴子（早稲田大学）「日本語音声教育と教材

者の言語背景の違いに見られる読解ストラテジーの

開発」

相違について－漢字圏・非漢字圏の違いを中心に－」

10. 王伸子（専修大学）「『ヘッド・ファースト』に

10. 村上仁（香港城市大学）「滞日夏季研修における

注目した聴解指導」

学習日記の活用」

11. 永瀬治郎（専修大学）「性差による日本語の語彙

11. クリス・シェパード（早稲田大学）
・木下直子（明

使用に違いはあるか－高校生と保護者の場合」

海大学）「学習スタイル調査研究－『学習スタイル

12. 星真由美（カルガリー大学）「ブレンドラーニン

調査アンケート日本語版』の作成」

グ（複合型学習）の実践報告」

12. 青木恵子（クイーンズ大学）「運用能力を高める
『インタビュー・プロジェクト』の指導例－ウチに
ソトを取り入れる」

現職教師研修会（Room164）
講師名とタイトルは下記の通り（プログラム順）。

13. 川口義一（早稲田大学）「表現教育と文法指導の

21 日（木）午後

融合－『働きかける表現』と『語る表現』に見る初

曽我松男（名古屋外国語大学）「教師の文法知識と

級文法－」

日本語教育」
二通信子（北海学園大学）「日本国内の日本語教育

Ｂ教室（Room124）

の現状」

1. チョン・サンミ（早稲田大学）「文脈における『ナ
ラ（ダッタラ）』の機能に関する一考察－取り立て

22 日（金）午後

『ハ』としての機能を中心に」

當作靖彦（カリフォルニア大学）「第 2 言語として

2. 立間智子（早稲田大学）「ポジティブポライトネ

の日本語習得－そのプロセスは教育にどのように影

スとしての授受表現－ビルマ語と日本語の対照か

響されるか？」

ら」

楊暁捷（カルガリー大学）「絵巻というタイムスリ

3. 藤原美保（ウィラメット大学）
・竹井光子（広島市

ップの快楽」

立大学）「ゼロ代名詞（省略）と日本語読解－『～
の』の省略の視点から」

23 日（土）午前

4. 三浦秀松（ニューヨーク州立大学バッファロー校）

<日本語部会>（Room164）

「日本語の意味的再帰表現に関する一考察」

特別セッション

5. 谷原公男（ニューヨーク州立大学バッファロー校）

パネリスト： 王伸子（専修大学）、桶谷仁美（イー

「動詞的名詞の修飾における制限と語順」

スタンミシガン大学）、川口義一（早稲田大学）、谷

6. 上野善道（東京大学）「音便変化は重音節化を目

原公男（ニューヨーク州立大学バッファロー校）、田

指したものか」

伏素子（イースタンミシガン大学）、西島美智子（ニ

7. チェ・ジョンミン（早稲田大学）「効果的な漢字

ューブランズウィック大学）

習得のための漢字誤表記の研究－誤表記における韓

＜英語部会>（Room124）

国人初級学習者の認識をもとにして」

宇田川洋子（国際交流基金派遣アルバータ教育省)

8. 浅野真紀子（サンフランシスコ州立大学）「学習

「Games and Activities from Down Under」

テーマ「日本語教育の多様性」
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たい。

23 日（土）午後

現在、理事が 14 名おり、居住地域が離れているが、

＜日本語部会>（Room164）

理事／役員のオンライン会議が順調に機能している。

ライリー洋子（カルガリー大学）「日本の漫画家と

会運営のために必要な事項は、年一回の大会理事会

西洋文学の影響」

を待たず決めている。

金谷武洋（モントリオール大学）「日英語対照研究
－【ある（なる）／する】と【こと／もの】の関係

２．2002 年度活動報告及び 2003 年度活動予定

を巡って」

(1) 2002 年度年次大会及び定例総会
2002 年度年次大会は、6 月 27 日（木）から 30 日

＜英語部会>（Room124）

（日）まで４日間にわたり、国際交流基金トロント

西島美智子（ニューブランズウィック大学）

日本文化センターにて開催された。

「 Understanding How to Use Japanese Expressions:

現職教師研修会では、４つのテーマに基づく講義

Culture behind the Language」

やワークショップを行なった。金谷武洋先生の「助

サマレル史子（カルガリー大学）「Ten Tips to Help

詞の効果的な教え方」
、王伸子先生の「聴き取りの効

Your Students Improve Their Japanese」

果的な教え方」、野口シスク・メアリー先生の「漢字

宇田川洋子（国際交流基金派遣アルバータ教育省）

の効果的な教え方」、地挽里麻氏の「教材の効果的な

「Japanese Language Education in Australia」

活かし方―『であい』を使って」及び、矢沢理子先
生により『であい』教材の活用についてのワークシ

24 日（日）バンフ日帰り旅行

ョップと同教材の実践報告が行なわれた。その他、

リーダー：

研究発表、部会の発表展示、グループディスカッシ

サマレル史子・楊暁捷

「カナディアンロッキーの歴史」についてのクイズ

ョン「ネットワーク時代を迎えて」、教材展示・即売

形式車上勉強会（詳細は寄稿記事参照）

が行われた。親睦会では参加者による余興などもあ
り、和やかな雰囲気であった。大会参加者はカナダ、

特別講演会（一般公開）

アメリカ、日本から計 52 名、全体的に良い評価を得

23 日 7:00-9:00 pm

た。

講師：

田島毓堂（名古屋大学）

2002 年度定例総会は、6 月 28 日 (金)に国際交流基

「日本語教育のための語彙詳細コードの提案（付.比

金トロント文化センターにて開催、西島美智子会長

較語彙論の概要）」

の挨拶、新理事の選出と承認を得た。（詳細はニュ
ースレター25 号参照）

2003 年度定例総会
(2) 2002 年度部会活動及び 2003 年度活動予定
１．西島美智子会長挨拶

① ３部会：年少者・高校・成人部会（鈴木）

今年は、カナダ日本語教育振興会創立 15 年にあた

ここ数年来、諸般の情勢が変化し、部会の運営に

る。この年に初めてカルガリーで年次大会を行なう

も影を落とすまでになった。そこで、年少者・高校・

ことができた。これを機会に、広くカナダ全国で日

成人３部会は、今年度の活動目標として、振興会発

本語教育にかかわっている人にとって有益な会とし

足当時に戻り、部会の枠を作ったことによって生じ

カナダ日本語教育振興会・ニュースレター・27 号

た活動の制限や偏りを見直し、会員間のより広い交
流、並びに一般参加者にも参加しやすい形式の活動

6
3．2002 年度汎米教師研修報告会・2 回連続文法
講座その１

により、地域のより多くの人達に本会の活動内容を

2003 年 4 月 13 日（日）午後、トロント日系文化

理解してもらうという方針で活動を実施してきた。

会館にて、トロント移住者協会日本語プロジェクト
と共催で開催した。

1. 2002 年度年次大会参加報告と講演会

第一部：

日加学園の榎澤康子先生より「私たち

2002 年 9 月 7 日（土）、
気構えも新たな新学期早々、

が取り組む日本語教育」と題し、2002 年度汎米教師

トロント移住者協会日本語プロジェクトと共催で第

研修会参加報告がなされた。研修会の感動覚めやら

1 回勉強会を実施した。

ぬ熱気のこもった報告であった。

第一部：年次大会に参加した教師８名から参加報

第二部：

金谷武洋先生を講師に迎え、２回連続

告があった。それぞれが大会で学んだことを自分の

文法講座その１「『ある日本語』と『する英語』」と

対象学習者に合わせ、現場にどう活かそうと思って

題する講義が行われた。先生の巧みな話術に魅了さ

いるかなど、具体的で示唆に富む発表であった。

れ、時の経つのを忘れさせられる、あっという間の

第 二 部 ： 現 在 ト ロ ン ト 教 育 委 員 会 で School
psychologist として活躍されている心理学専門家の赤

３時間だった。
当日は、Nihongo Circle により、金谷先生の著書を

松 タ ネ 氏 を 招 き 、 "Classroom management and

はじめ、教材展示販売も行われた。

psycho-international educational aspects of teaching

（詳細はニュースレター26 号 p.2-3 参照）

"heritage" language: What all teachers need to know" と
いうタイトルで、教師の心得についての講義がなさ
れた。（詳細はニュースレター25 号参照）

4．2 回連続文法講座その２
前回に引き続き、金谷武洋先生を講師に迎えて、
「いくつかの文法事項の効果的な教え方」と題した

2．勉強会及び情報交換会

講座が、9 月 14 日（日）午後、トロント日系文化会

2003 年 2 月 23 日（日）午後、トロント日系文化

館にて開催された。

会館にて行われた。「日本語クラス現場の経験を踏

身近な例を取り上げた、実用的でわかりやすい日

まえて」と題し、トロント日本語学校のベテラン教

本語解釈は、参加者全員から大好評であった。アン

師 2 名を招き、高橋亨先生の「成人クラス、中級か

ケート調査からは、「この講座を是非続けてほしい」

ら上級のためのビデオ、マンガを中心に使った教授

との要望が多数見られた。

法」
、品川マイケル先生の「初級日本語教授法の７つ
のコツ」の２つの発表がなされた。お二人の豊かな

この日の参加者は 42 名、恒例となった、Nihongo
Circle による教材展示販売も行われた。

経験から、大変説得力のある「自分流教授法」の紹
介は、出席者にもおおいに満足していただけた。当
日は朝からの大雪にもかかわらず、遠路オタワから
の方々を含め約 30 名の参加者があった。
また、この日は Nihongo Circle からの教材紹介もあ
った。

今後の活動予定
今後の活動予定としては、文法講座の新たな方向
での継続とともに、トロント移住者協会日本語プロ
ジェクトとも協力し合い、引き続き 3 部会合同での
活動を予定している。
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2002 年度会計報告が収支項目に沿って報告された。

例年通り、年次総会での研究発表と、ジャーナル

2002-2003 年度予算案が提出され、出席者からの質疑

CAJLE の 年１回発行を行なっている。研究発表して

応答のあと、報告の承認と予算案が拍手で可決され

いただいたものを論文としても投稿していただきた

た。（会計報告参照）

い。
４．2002-2003 年度理事会決議事項報告及び承認
(3) ニュースレター（西島）

(1) 振興会規約（西島）

例年通り、昨年 12 月に 25 号、今年６月に 26 号を

法律事務所をニューブランズウィック州に移して

刊行した。電子メールでの発行は見合わせ、従前通

以来、規約の見直しを行ってきた。現在理事が北米

り会員全員に印刷したものをトロント事務局より発

及び日本に分散しているため、理事会は電子メール

送した。

を使ったオンラインで行っている。年１回の大会時
の理事会を待って必要事項を決定するのでは、振興

(4) ジャーナル CAJLE （桶谷）
今年から編集責任を担当している。今年の８月に

会の運営に間に合わないことがあり、この件につい
て弁護士に相談した。その結果、次の規約事項を理

５号を発行し、会員に配布できた。査読者の牧野先

事会で決定、追加した。

生、曽我先生、川口先生、上野先生、中田先生、野

「規約の改正が必要な時、理事が一同に参加できる

呂先生のご尽力に深く感謝の気持ちを表したい。６

という状況であれば、電話や電子メールによる理事

号は 2004 年の８月までに出版の予定である。６号に

会により規約改正の決定ができるという事項を振興

は、論文の募集投稿規定に従い、是非多くの応募を

会の規約に追加する。
」

期待したい。従前通り、編集委員の金谷、谷原、王、
鵜沢諸先生によろしくご協力をお願いしたい。

規約への追加事項について、ニューブランズウィ
ックの弁護士、Kenny 氏が作成した原案が、振興会
会長を通して理事会に提出され、これを理事会が受

(5) ウェブサイト（鵜沢）
振興会のホームページに年次大会案内（日英）を

けて決定した。これについての承認は拍手で可決さ
れた。

掲載した。入会案内はダウンロードできるように設
定した。

(2) 研究発表者の入会について（西島）
年次大会で研究発表をする方は、今までは、発表

(6) OBC 貸し出し状況報告（鈴木）

するときに会員になっていただくことをお願いして

昨年４月から年末まで希望者は皆無だった。今年

きたが、今理事会で、「大会発表者は会員であるこ

は２月に BC 州１名、４月にアメリカ１名、５月に

と」を正式に規定化することにした。これについて

アルバータ州１名、７月に BC 州１名で合計４名、

の承認は拍手で可決された。

８月にアメリカから 1 名で、全部で 5 名の希望者と
なった。

(3) OBC 再版について（鈴木）
再版については、貸し出しをしながら様子を見て

３．2002 年度会計報告及び 2002-2003 年度予算案（中

きたが、過去 16 か月で５名の借用希望者だった。
元々、

尾・渡並）

限定版として 2000 年に発行され、既に３年経ってい
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る。また、会計予算を見ても、来年度万一、交流基

日本からのジャーナル CAJLE への広告料支払い方

金からの援助が望めなくなった場合や、振興会の運

法について、王氏より質問あり。この件については

営費も考えあわせ、再版検討は打ち切りとしたい旨、

今後の課題とし、連絡は王氏までお願いしたい。（議

昨日の理事会に申し出て賛同を得た。これについて

長より）

の承認は拍手で可決された。

これからの活動案内

５．理事選出： 2003 年度は選出なし。（桶谷）
議長から、2002 年-2003 年度現理事・役員の紹

2004 年度年次大会
2004 年度年次大会は、8 月 19 日（木）
～22 日（日）、

介が行なわれた。
会長 西島美智子

国際交流基金トロント日本文化センターにて開催の

副会長 金谷武洋・桶谷仁美・鵜沢梢

予定です。現職日本語教師研修会をはじめ、研究発

書記 清水道子・鈴木美知子・古屋賀子（欠席）・サ

表、情報交換及び、英語によるワークショップなど

マレル清水史子

を行う予定です。また、最終日にはナイアガラ観光

会計 中尾良子・渡並美和

も計画しています。多くの方のご参加をお待ちして

宣伝・広告 王伸子

います。

大学部及び大会実行委員 楊暁捷
ジャーナル及び広報
広報

文責：（書記）鈴木美知子・古屋賀子

谷原公男

杉本陽子
お問い合わせ：Nihongo Circle

６．その他

Toronto Office 416-961-5510

キャノン IDF-3000 電子辞書 国語/和英/英和/漢和
1. 学習研究社の国語・和英・英和・漢和の 4 大辞典を完全収録
学習研究社が出版する「現代新国語辞典」「ニューアンカー和英辞典」「スーパーアンカー英和辞典」「漢字源」（漢和辞典）を完全収
録しています。国語辞典は約 118,000、和英辞典は約 79,000、英和辞典は約 128,000 データ、漢和辞典は検索見出し約 410,000 という大
容量辞典機能を搭載。各々の辞典には、正確なニュアンスを理解するための解説や現実生活にあった例文を収録し、正しい言葉の学習に
最適です。
2. 大画面縦書き表示・低反射液晶
設定メニューで縦横の表示が自由に切り替え可能なので、自分の見やすい縦書きスタイルで使用する事もできます。（国語辞典と漢和辞
典のみ）大画面の液晶は電灯などの映り込みの少ない低反射液晶を採用し、画数の多い漢字でも鮮明に表示されます。
3. 電子辞典ならではの便利な機能
国語辞典、和英辞典、英和辞典で調べた言葉を他の辞典へジャンプしてさらに詳しく調べることが可能な「パワフルジャンピングサーチ
機能」、一度調べた言葉を本体が記憶していて、再度調べたい時にワンタッチで一覧表示する「履歴（ヒストリー）機能」
、正しいスペル
がわからない単語の候補を検索・表示する「ワイルドカード機能」
、間違ったスペルを入力しても“スペルチェック”キーを押すと正しいと
思われる候補単語を表示する「スペルチェック機能」（英和辞典のみ）、国語、和英、英和、漢和それぞれ 100 単語、合計 400 単語の登
録が可能な「単語帳機能」など、紙の辞典ではできない電子辞典ならではの便利な機能を搭載しています。
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年次大会参加に寄せて

した。会場であまりお話できなかった先生方々と研

初日一番バッターの経験
チョン

サ ン ミ

究の話の続きや、いろいろな面白い話ができたり、

相美（早稲田大学大学院）

絵葉書のような景色をフィルムに収めたり…もちろ

生まれて初めてのカナダへの旅行。しかもその目

ん、サマレル先生のスペシャリティに溢れたガイド

的が「学会発表」ですから、とても緊張せずにはい

もバンフの思い出には欠かせないものでした。サマ

られませんでした。それも最初の日の一番バッタと

レル先生！いつかサマレル先生所有のバンフのお城

のこと…。長いフライトで疲れ果てていたのにもか

に彼氏とお邪魔したいと思っていますので、その時

かわらず、カルガリーの最初の夜は全く眠れずに夜

はよろしくお願いします。

鄭

は明けてしまいました。
発表当日、ドキドキしながらたどり着いた会場に

素敵な「遠足」は、例のサマレル先生の楽しいガ
イド付きで、その次の日、コロンビア大氷原まで続

は、多くの学会スタッフの方々が開会の直前の準備

きました。夏の真ん中で味わった真冬の風の感触と、

に追われていました。みなさん、大変お忙しそうで

どこまでも続く氷河は、感動そのもので、大自然の

発表者の気分などにはとても気遣うような状況では

中の小さな自分を見てしまい、少し悲しかったもの

なかったはずなのに、緊張してそわそわしている私

の、本物のカナダが楽しめた気がして、とてもうれ

にあたたかい応援の言葉をかけてくださいました。

しかったです。サマレル先生のご家族のスキー服や

スタッフの方々のそうしたご配慮のおかげで何とか

星先生からの帽子とマフラーのぬくもりは、コロン

無事に自分の発表を終えることができました。また、

ビア大氷原をジックリ観賞させてくれた大事な大事

発表後に会場の皆様からいただいたご意見は自分の

なプレゼントでした。ほんとうにありがとうござい

勉強になるものばかりで、修士論文を仕上げるのに

ました！

大変ためになりました。

この夏の CAJLE の大切な思い出を自分の胸にしま

カルガリー大学の会場で学会が行われる３日間、

い、これからの勉強に頑張りたいと思います。もっ

CAJLE でずっと感じていたものは会員同士のあたた

といい論文を書いて、また、皆さんにお会いできる

かい気遣いでした。というのは、運営スタッフ何人

日を楽しみにしながら…。

かだけが動き回るような他の学会と違って、CAJLE
ではだれもがスタッフになり、助け合っていたから
です。「えっ、そんなに偉い先生がこんなこともし
てくださるの？」と何度も驚かされたものです。
それにもう一つ、CAJLE のよいところは、会場で

保護者への啓蒙
柴田 あづさ（佐賀大学）
ブラジルの日系年少者に対する日本語教育を研究

のプログラムに加えて、「遠足」付きだということ

対象としている私にとって、共通点の多いカナダで、

です。会場だったカルガリー大学もキャンパスがと

この国の研究者や日本語教師が集う CAJLE の研究大

てもきれいで、学会に集中するのに大変苦労するほ

会には、実は早くからずっと参加したいと思ってい

どでしたが、参加者みんなで行ったバンフへのミス

ました。そして、今回実際に参加させて頂き、その

テリーツアーは一生忘れられない素敵な「遠足」で

充実したプログラムの内容に、期待以上の満足感を
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アットホームな大会

得ることができました。
まず、３日間の研究論文発表や現職教師研修会の

村上 仁（香港城市大学）

時間に関しては、興味深い内容の発表やご講演ばか

香港からの飛行機が３時間半遅れ、さらにバンク

りで、とても密度の濃い時間を過ごすことができま

ーバーからの乗り継ぎ便も１時間以上遅れ、おまけ

した。中でも、特別セッションの質疑応答の時間に

にカルガリーではスーツケースが出てこない、など

トロント国語教室の鈴木美知子先生がなさった保護

これ以上ないだろうというほどのトラブルに見舞わ

者への啓蒙の大切さについてのお話は、学習者への

れ、果たして大丈夫なのだろうかと不安でいっぱい

指導のみに偏りがちな継承語教育に於いて長年に渡

のスタートでしたが、CAJLE の大会が始まってから

り熱心に対応されてきた先生の豊かなご経験と、カ

は、それも全て忘れてしまう楽しい経験ができまし

ナダでの継承語教育のレベルの高さを示しており、

た。

とても印象的なものでした。

今回が初めての参加でしたが、次回もまた行きた

参加者同士が交流できるよう昼食の時間や中華料

いなぁと思える暖かい雰囲気の集まりだというのが

理店での懇親会、バンフへの小旅行が準備され、よ

率直な感想です。地理的なこともあって皆さんがそ

く工夫されていた点も、一人で参加した私にはとて

れほどよく会っているとは思えないのですが、あん

も有難たいものでした。今回の参加で、出身国や教

なにアットホームなのはなぜなのでしょう。香港は

育機関、研究分野等の様々な垣根を越えて色々な

どんなに遠くに住んでいても、１時間もあれば中心

方々と知り合えたことは、とても貴重な経験となり、

部に出られるという狭い所ですので、このような会

学問や研究の発展に於ける人と人との繋がりがいか

合を開くには非常に恵まれています。実際、CAJLE

に大切であるか再認識するきっかけにもなりました。

と同様の組織、「香港日本語教育研究会」では、月

また、発表に際しての私の失敗についても書かせ

例会を設け、定期的に実践報告やセミナーを行って

て頂くと、実はプレゼンテーションソフト（Power

います。ただ、カナダとは全く状況が違いますので、

Point）のファイル提出が締め切り直前になったため、

カナダのような広いところで暮らしているといろい

CAJLE のコンピューターで開けないと分かったのも、

ろな意味でゆとりができるのかなぁ、などと帰りの

カルガリー到着の翌日、つまり、大会前日の朝でし

狭い(!)飛行機の中で考えたりしました。

た。その後、テキストファイルを使って作業を行い、

研究発表のテーマも多岐にわたり、興味深く聞か

どうにか発表には間に合いましたが、しかし時差ぼ

せていただきました。２教室を使っての研究発表は

けの中での冷や汗はいささか辛いものがありました。

今回が初めてだったそうですが、より多くの人に発

「準備は早めに。スライドはシンプルに。」今後の教

表のチャンスを与えるという点ではとてもよかった

訓です。（楊先生、大変失礼致しました。）

と思います。個人的には、普段漢字圏で日本語を教

最後になりましたが、このような充実した時間を

えているので、北米での日本語教育事情に興味を持

与えてくださった CAJLE 役員の皆様と開催校である

っていました。具体的な事例をいくつか聞くことが

カルガリー大学の先生方に心よりお礼を述べさせて

でき、参考になりました。

頂くとともに、これからの CAJLE の更なるご発展を
心よりお祈りしております。

午後の研修会も勉強になりました。正直言うと、
私は大会２日目がいちばん時差ボケがきつかったの
ですが、當作先生と楊先生の面白いお話と話術の前
にはそんなものはいつの間にか消えていました。
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とができたのもとても良かったと思います。ここで

英語部会にも聞きたいお話などありましたので、そ

は、大会後のアンケートに書きそびれてしまったこ

れは少し残念でした。とはいえ、午前のパネルディ

とを一点だけあげたいと思います。

スカッションでは、さまざまな地域、視点からの日

西島先生からカナダの日本語教育に関する現状報

本語教育事情を知ることができ、午後はライリー先

告があり、カナダにおける日本語教師の構成に関す

生のご講演に感動し、金谷先生のお話にはただただ

るデ－タがあげられましたが、ノンネイティブの先

感心させられ、非常に充実していました。

生の多さに驚きました。個人的に、アメリカに留学

今回一つだけ心残りだったのは、仕事の都合で最

する以前はノンネイティブの英語教師として高校や

終日のバンフツアーに参加できなかったことです。

短大で教えていましたので、ノンネイティブの語学

バンフやレイク・ルイーズへは大会が始まる前日に

教師の苦労はよくわかります(ノンネイティブであ

レンタカーで行ってきたのですが、あれだけの美し

ることの利点も大いにありますが)。ノンネイティブ

い景色を見た感動を誰とも分かち合えないことほど

の先生が一般的に抱える問題や、より具体的に、授

空しいことはありません。来年はトロントにまた戻

業に際して直面する問題など、ワ－クショップ等を

るとのことですが、ぜひ同様のツアーなど企画して

通して、ノンネイティブの教師とネイティブの教師

いただきたいと思います。

の交流があってもよかったかもしれません。日本人

というわけで、有意義なカルガリー大会になりま

の先生方の多くが大学レベルで、ノンネイティブの

した。来年も機会があれば伺いたいと思っています

先生方の多くが高校などのレベルで教えていらっし

ので、運営委員の皆さんには大変だと思いますが、

ゃるという違いがあるのかもしれませんが、ノンネ

これからも楽しい大会を提供していただくようお願

イティブの先生方の生の声をもっと聞いてみたかっ

いいたします。

たです。日本の英語教育でもそうなのですが、第二
言語習得の現場で、ネイティブとノンネイティブ教
師がいかにそれぞれの長所を活かして補いあってい

ワークショップへの一提案

くか、というのは重要な課題だと思います。

三浦 秀松

私自身は、これまで言語理論中心の研究をしてき

（ニューヨーク州立大学バッファロー校）

ましたので、今回も文法のセクションで発表させて

今回、カルガリ－大学で開催されたカナダ日本語

頂きましたが(「日本語の再帰表現について」)、教育

教育振興会年次大会に初めて参加させて頂きました。

実践に基づく発表を多数聞くことができ、大変勉強

一番印象的だったのは学会自体の雰囲気でしょうか。

になりました。今後は SLA（第二言語習得）、特に日

とても温かいアットホ－ムな雰囲気の中で会が進行

本語学習者の日本語習得も自分の研究分野として勉

し、今回は発表もさせて頂いたのですが、とてもリ

強していきたいと思っております。日頃の授業の中

ラックスして発表をすることができました。カナダ、

で出てきた疑問や日本語文法のなかでまだ解決され

アメリカ、日本をはじめ、世界中で日本語教育に御

ていない諸問題を追及し、結論がまとまりましたら

尽力されている先生方とお会いし、様々なお話を聞

是非また研究報告をさせて頂きたいと思っておりま

かせて頂く機会に恵まれ、とても充実した３日間を

す。

過ごすことができました。教材の展示では、新旧さ
まざまな教材が並べられ、実際に手に取って見るこ

カナダ日本語教育振興会の更なる御発展をお祈り
しております。
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はないかと感じました。

ロッキー山脈の麓の学会に参加して
ライリー

洋子（カルガリー大学）

有意義な、楽しい会議に出席させていただき、本
当にありがとうございました。

カナダ日本語教育振興会に出席させていただいた
のは初めてでして、日本語教育振興会という会の名

コンテクスト再考

前からして、私の発表（日本の漫画家と西洋文学の
影響）は少しお門違いかなという不安がありました。

大江 都（マウント・アリソン大学）

一日二日と出席し、やはり大半が語学研究に基づ

広大なカルガリー大学で開かれた、2003 年年次大

いたもので、出席者の皆様もそちらの方に興味が集

会――毎回ながら、存分に学び、楽しませていただ

中していたのではという感がありました。この会の

いた。

趣旨のようなものがもう少しはっきりどこかに書か

大学内に直接の同僚を持たない私にとって、他大

れていたら、とも思いました。もっとも語学研究で

学の先生方と接触できる CAJLE 年次大会は、大事な

つかれた頭を休めるという意味で、少し枠からはみ

学びの場である。私の勤務する大学は日本からはる

だした発表も良かったのではと自らを慰めたりもい

か離れたカナダの東海岸ＮＢ州（ニュー・ブランズ

たしました。

ウィック）にある、小規模大学である。ここで、日

全体的に語学研究、日本語の教え方などバランス

本語講座すべてを担当し、十年余り、教えてきた。

の取れた内容で、私のような語学研究に関して知識

自己流に陥らないよう、教授法・教材に常に疑問を

の薄い者も、大変面白く得ることが多かったと思っ

投げかけ、改善に努めてきた、と考えるが、それで

ております。研究発表者が多く、どちらの発表を選

もマンネリ化は免れない。何よりも、外からの刺激、

ぶべきか頭を悩まされる場面もありました。まあこ

ときに日頃の自分の考えを揺さぶるインパクトが必

のような会議では必然的なことかもしれませんが、

要なのである。

やはり聞けずに残念と心残りに感じました。講師の

その意味で、今回の CAJLE 大会でも、たくさんの

選択も程よくなされ、それぞれ遠方からみえた先生

インパクトのある講義、研究発表を聞かせていただ

方の興味深い講義は今後の自らの研究に役立つもの

くことができた。そのひとつに、當作靖彦先生の「コ

となることでしょう。

ンテクストの中での言語習得」という講義があった。

地元の会員故、日曜日のバンフ見学は出席いたし

「明示的な文法教育は、必要条件でも十分条件でも

ませんでしたが、後で、ガイドさん（サマレル先生）

ない。タスクの明確な実場面での学習にこそ、多大

が例にない愉快な案内をしてくださったというお話

の効力がある。」という主旨であったと理解する。ご

を伺い、ああ、出席すれば良かったと残念に思いま

自身の、ギリシアの旅行会社での体験なども加えた

した。

お話をたいへん興味深く伺った。

主催者の皆様が、全力を尽くして計画、企画され

しかるに、大半が英語を母国語とする学生、そし

た感が強く、とても批評する立場ではありませんが、

て日本語講座は、白紙からはじめる初級、及び中級

遠方からいらした先生が、一人ぽつねんと昼食をな

の二年のみ、という状況下で教える私の場合、當作

さっているのを目にし、円テーブルのある一部屋を

先生の主旨に反した、文法中心。解説、学生とのラ

使用してお昼などをいただけたら、もう少し和気あ

ポートはすべて英語を基本とする、というスタイル

いあいにいろいろな先生方と友好を広げられたので

である。日本文化理解のためのビデオ教材、雑誌、
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新聞などは、豊富に与え、話し合いの場をできる限

いる光景」を入手して、うちへ持ち帰った。ＦＤや

り取り入れてはいるが、基本的には、やはり限られ

ら、本やらをその後読ませていただき、私はますま

た時間内に大量の情報を与え、消化させなくてはな

す、中世ドラマに魅惑されることになった次第です。

らない故、通常の授業は、訓練場のようである。学
生たちには「外国語学習はゲームと同じ。まずはル

「ネイティブである」ことを考える

ールを学び、それを使って楽しむこと。」と鼓舞しな

千葉

がら、文型を教え、それに言葉を当てはめ、文を作
らせ、そして自由会話にまで導く、という順をたい
ていの場合踏んでいる。

喜久恵（KCP 日本語教師養成講座）

カナダの日本語教育が紹介される時には、よく中
等教育の学習者数が多いということが言われます。

実際の場面で使えるようにする、というのは、大

始めて CAJLE に参加した私は、渡航前は英語圏のほ

目標ではあるが、成人の場合、実際の場面で得る情

かの国々と同じような状況ではないだろうかと漠然

報をプロセスすることによって、言語体系を組み立

と考えていました。しかし、今回の参加で、継承語

てていく、というのは、効率が悪いのではないか。

教育の果たしてきた役割など、カナダの日本語教育

「シラバスに沿ってまずは基本を学び、後に応用」

の歴史について触れ、認識を改めることになりまし

こそが効率的ではないか、などなどと、當作先生の

た。

講義を伺いながら、疑問は続く。

カナダの日本語教育を支えてきた、そして今、こ

これは、私の教授法にとっても、また個人的にも

れからを支える先生方との情報交換は非常に興味深

大事な課題である。――というのは、私の二人の子

いものでした。また、日本の日本語学校の状況や教

どものうち、娘はクラスで日本語を学び、息子は漫

師養成講座の様子などを紹介させていただき、非常

画、アニメで学び、どちらも結果的には、日本の祖

な関心を持って迎えて下さった事も嬉しいことでし

父母、親類と楽しく会話ができるまでに至った、と

た。日本語学校として外国人学生を受け入れること

いう具体例が目の前にあるので。――列記された関

と、日本語教師を送り出すことの二つの立場から学

連文献などを読み、當作先生の主旨をさらに学ばせ

ぶところの多い大会でした。

ていただき、教授法の改善に取り入れていきたい、
と願っている。

特に私にとっては、英語部会でのセッションが非
常に興味深いものでした。ノンネイティブの先生方

さて、もう一点、大会の感想の中に述べたいのが、

を対象としたセミナーが用意されていましたが、教

楊先生の「絵巻というタイムスリップの快楽」とい

師養成の立場から見ると、むしろネイティブだから

う講義について。混沌として神秘な中世の歴史に

こそ気づかないのではないかと思うような事柄を丁

限りない魅力を感じる私は、この楊先生のお話を、

寧にとりあげて紹介されていました。それはまさに、

胸をときめかせながら拝聴した。仕事の会合で、こ

文化の差異ということです。言葉を教えるというこ

んな楽しい思いを体験できるとは、なんと幸せなこ

とは、その言葉の背景を教えることに他なりません。

と。懇親会の折り、楊先生に「先ごろ、ＮＨＫの古

母語だからこそ当たり前に思っていることを、気づ

い大河ドラマ『太平記』などを借りては、夢中で見

いていないことを認識することが、まさに日本語を

ている」とお話したところ、大会最後の日に、「太

教えるということではないでしょうか。今回の英語

平記」についての情報がたくさん詰まったＦＤをい

部会では、まさに英語母語話者に教える時の留意点

ただいた。そして、展示・即売会にて、著書「鬼の

が鮮やかに浮かび上がっていました。このセッショ
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ンでは、ノンネイティブ教師を対象としているよう

に日本語教育を行っていたか、または現在、学業と

でしたが、むしろ日本語母語話者の私にとって、学

かけもちで行っている方である。２．発表が日本語

習者の問題点を再認識するいい機会でした。

学・日本語教育・文学の広い分野に分かれていて、

カナダでの日本語教育をとりまく状況と、日本で

専門以外でも、十分興味・関心の持てる内容が多か

の状況にはさまざまな違いがあると思います。しか

った（筆者がたまたま国文科出身で、以前高等学校

し、もっと密な連携をとることで、お互いに学びあ

で国語教育に関っていたことも関係があるが）
。いく

い、よりよい教育を提供できるのではないかと強く

つかの発表から、自身のこれまでの教育実践の中で、

思いました。

問題は抱きながらも、はっきり把握できなかった問

最後に、ホストの先生方の心配りに御礼を申し上

題点が明らかになり、今後の研究の参考にもなった。

げたいと思います。始めての大会参加にもかかわら

３．参加目的の一つであった、カナダ・北米地域の

ず、まるで毎年参加しているようなリラックスした

日本語教育の現状を理解することができた。日本語

気持ちで大会中気持ちよく過ごすことが出来ました。

教育を海外で行うという悪条件の下で、教師のみな

ありがとうございました。

さんがいかに苦労して実践しておられるかも、少し
はくみ取ることができたのではないかと考えている。
特に印象的だったのは、最終日の西島会長のご発表

充実していたカナダの年次大会
松嶋

で、「移民の国」カナダでも、教育政策の変化で日

みどり（大東文化大学）

本語教育を行う状況が悪化しているということであ

「カルガリーの学会に一緒に行かない？勉強にな

った。また、在カナダ日本語学習者が、予想してい

るよ。」と誘われて、日付変更線を越え、筆者にとっ

たよりもはるかに多くいることも、筆者にとっては

て初の北米大陸行きが実現した。これまで北米大陸

大きな発見だった。

への旅行は、言葉の問題もあって遠さを感じ、躊躇

ちなみに、大会日程が非常に密で、夜にも特別講

していた。その私が今回、発表もしないで見学する

演が設けられており、都合でいくつかの講演に参加

だけなのに、カルガリー行きを決心したのは、知り

できなかったのが残念だった。今となっては後悔も

会い何人かと一緒に行くことで安心だったのと、何

しているが、日程的にもう少し余裕があれば…との

よりも、自分の中で、北米大陸での日本語教育事情

感もあった。また、会場校カルガリー大学の方々が、

に興味・関心が湧いたからだった。

各方面にわたって細かな配慮をされていたことも印

実際、8 月２１日～２３日の３日間の年次大会は、

象的だった。

冒頭に述べたようなお誘いを受けて参加した筆者に

以上、まとまりのない感想を述べたが、今回の大

とって、非常に印象深いものであった。北米大陸で

会参加は、今後の研究に参考になる発表に多く接し、

の日本語教育事情を含め、研究発表のいくつかから

大変有意義であったことは間違いない。次回は、ぜ

も、まさに「開眼させられた」という表現をしても

ひ発表者として参加したいものだと、決意を新たに

過言ではないほどだ。その理由は、次の三点にまと

して帰国した。最後に、カルガリー大学の諸先生に

められる。１．発表者のほとんどが現職の教師であ

は、本当にお世話になった。特に記して、感謝した

り、それぞれの研究テーマがみな、実際の教育実践

いと思うものである。

の中から問題点を見つけてきたものばかりだった。
発表者の中に含まれていた大学院生３名も、入学前
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校レベルでの日本語教育を改善する最高の方法です。

高校日本語教師が見た CAJLE

私は今のクラスにおいてそれらのいくつかのヒント

ジェフリー・ケーシー

をすでに行っています。特に生徒たちに長母音を伸

（アルバータ州ジョージ・マクドゥーガル高校）

ばさせる為に頭を横に振ることと、はっきりと分か

サ マ レ ル 史 子 先 生 が AJTA(Alberta Japanese

り易く促音を発音させるためにうなずくことです。

Teachers Association)の会議で CAJLE の年次大会に参

サマレル先生のすばらしいヒントとユーモアが私た

加してはどうかという暖かいご招待をして下さった

ち参加者に最高のセッションを与えてくれました。

のは、つい昨日のことのように思えます。その大会

高校の日本語教師のための特別セッションは素晴

がカルガリー大学で行われますので、いくつかの PD

らしいアイディアです。なぜなら、その日の大半を

（Professional Development）に参加するとてもよい機

英語を使って過ごすことが出来たからです。つまり、

会になるだろうと思いました。しかしそう思う一方

私たちの多くが日本語だけで行われる日本語教育に

で、少なからず不安もありました。私が日本語のネ

ついての議論を理解するだけの日本語の語学力に欠

イティブスピーカーではないからです。また、私の

けているのです。

多くの同僚も同じなのですが、私が日本語を勉強し

高校の日本語教師は他のかなり多くの教科を英語

だしたのはやや遅いといえる年だったのです。私の

で教えていて、このようなたった一日の大会でも、

場合は 27 歳からでした。日本語を勉強するという

私たちの日本語力を伸ばしてくれました。また、お

「旅」は人生ではやや遅い段階から始まったのです。

昼のお弁当がこのような機会を私たちに与えてくれ

アルバータ州では日本語の高校教師のための PD

たのです。

の機会がわずかしかありません。事実、私は外国語

私は高校の日本語教師を含めて行われる、これか

としての日本語教育のために設けられている実際の

らの CAJLE の大会を楽しみにしています。それは外

大会やセミナーにまだ参加したことがありません。

国語としての日本語教育の改善を手助けすることに

今まで参加して一番それに近かったものといえば、

もなるかもしれません。そのような大会では、高校

見学にいった外国語としてのフランス語教育に関す

での日本語授業を終える生徒たちが次の第二段階の

るセッションでした。この PD の機会が少ないこと

日本語学習へのスムーズな移行にはどのような言語

と外国語教育分野のきちんとした大学での訓練が欠

力を身に付けることが必要とされるかをめぐって、

けていることを共に考えると、今回が確かに、私の

大学またはカレッジの教授たちの考えに焦点を当て

外国語としての日本語教育のスキルを伸ばす最高の

るセッションにすることもできるでしょう。

機会なのです。これら PD の機会の少なさと大学で
の訓練の欠如の問題は、アルバータ州の日本語高校
教師の中ではかなり共通するものであり、だからこ

2003 CAJLE Conference:

そこのような大会がとても価値ある試みであると信

The English Sessions

じています。

Kin T. Chee, Owego Free Academy, New York

私はサマレル先生の「生徒の日本語力を高めるた

I had the good fortune to attend the CAJLE

めの 10 のヒント」のセッションを大いに楽しんでい

Conference held at The University of Calgary on August

ました。大学の先生たちによって十分にテストされ

23, 2003. Specifically, I was intrigued by the fact that the

てきたという教授法を提供するこのアプローチは高

organizers of the event made this concerted effort to have
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“English-only” sessions targeted ostensibly at teachers

the elasticity of words and their meanings. The song was

who are non-native teachers of Japanese like myself. To

then played and we checked our answers against it.

me, the underlying assumption that the professional needs

Finally, Ms. Udagawa showed us an ingenious way to

of native and non-native teachers of Japanese are

create a booklet that she had used as a passport for the

different is very real. However, they are rarely addressed

unit on “ryoukou”. This was followed by a discussion on

at conferences and workshops that I have attended in the

different ways to using the booklet (e.g., a review booklet,

last 10 years here in the United States. As such, I was

a mini-story book, etc.).

certainly grateful for the opportunity.

The

session

led

by

Professor

Michiko

There were four sessions in total, focusing on

Nishijima of The University of New Brunswick on

games and activities, language and culture, and learning

“Understanding How to Use Japanese Expressions:

strategies (pronunciation) respectively, all essential

Culture Behind the Language,” was by far the most

knowledge to successful teaching. The fourth session

ambitious. She began with her experience learning the

focused on the state of Japanese language education in

English language and the mistakes that she made in

Australia.

various social settings. This was followed by a
Ms. Yoko Udagawa, the newly-appointed

lecture/discussion on Japanese words and expressions

Japanese Program Advisor for Alberta Learning/Japan

used for declaring affection (“I love you”); conducting a

Foundation, led the first and longest session. It was aptly

telephone conversation; using aisatsu; understanding the

entitled “Games and Activities from Down Under” as Ms.

difference between watashi versus anata and uchi versus

Udagawa spent several years working on curricular

soto, etc. In essence, Professor Nishijima’s session was a

development and mentoring teachers in Australia prior to

mini-course on Japanese pragmatics and sociolinguistics,

her appointment in Canada. She began with a warm-up

which I as a non-native speaker of Japanese lack. What

activity for all the participants, which included several

this

native speakers of Japanese, to get to know each other.

pedagogy—now that we know what is appropriate, how

Essentially, we went round in a circle telling our names

best can we incorporate them in our lessons? More

and where we came from. At each turn, it became a test of

importantly, how best can non-native speakers of

our short-term memory as we had to recite what was said

Japanese exploit their strengths and experiences to

by preceding participants. This was followed by a series

explain the nuances of the Japanese language?

session

lacks,

however,

was

a

focus

on

of activities using pictures of animals unique to the

The third session on “Ten Tips to Help Your

Australian landscape. It included a listening activity

Students Improve Their Japanese” by Professor Fumiko

where Ms. Udagawa provided us with a short description

Summerell at The University of Calgary spoke directly to

(e.g., size, colors, habitat, etc.) and we had to guess which

the need for instruction in Japanese pronunciation. Her

animal she was referring to. In addition, we also played a

contention is that the teaching of correct pronunciation is

game vocabulary much akin to the card game Snap. In the

important, which would in turn make learning more

next activity, we had to re-arrange sentences in a song to

“efficient and fun” for the learners. To me, teaching

make a coherent whole.

Surprisingly, each group came

someone to pronounce clearly has a direct effect on

up with slightly different arrangements, which speaks to

spelling at later stages of language development. In
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ownership in his or her own professional development.

will have a largely positive effect on non-sympathetic
listeners, even when language proficiency is insufficient
to meet specific communicative needs. In summary,

2003 年度 CAJLE カルガリー大会の

Professor Summerell’s discussion included the placement

実行委員長を務めて

of the tongue for the “ra-gyo” and the articulation of “t”
and “d”; using a higher pitch for the word one wants to

鵜沢

梢（レスブリッジ大学）

夏の大会が終わってから２カ月以上が過ぎました。

stress or to focus on; using end-particles like “ne” for

去年の今ごろ(10 月／11 月)はカルガリー大会に向け

confirmation, agreement, recognition, and surprise. She

ていろいろと計画を立て、国際交流基金への助成金

also introduced an amazingly simple technique to hear the

申請書を書きあげるのに毎日忙しい思いをしていま

difference in vocalization between “ka/ga,” “sa/za,” and

したから、基金への報告書提出も終わってほっと一

“ta/da” and the contrast between “na-gyo” and “ra-gyo”

息ついている現在、その頃のことを振り返ってみる

by pinching one’s nose. To cut back on the aspiration

とちょっと懐かしい気さえしてきます。

when pronouncing the “ka-gyo,” “ta-gyo,” and “pa-gyo,”

2003 年度は振興会の年次大会始まって以来初めて

Professor Summerell recommended putting the palm of

トロント以外の地で開かれるということで、それは

one’s hand in front of the lips during articulation to effect

もう張りきって実行委員長を務めさせて頂きました。

the appropriate result.

こんな大きな大会を組織するのは初めての経験でし

Finally, Ms. Yoko Udagawa completed the

たが、理事の先生方がサポートして下さると信じて

day’s event with an interesting lecture on “Japanese

あまり不安も感じることなく、カルガリー大会の計

Language Education in Australia”. It was interesting to

画を推進実行していくことができました。カルガリ

hear how well-articulated the Japanese programs are in

ー大会で打ちだした新機軸は大会案内やその他の記

Australia, with clearly defined curricular goals and

事にも書かれている通りですが、いずれも好評に終

proficiency benchmarks for students in grades K-12.

わり今もって幸福感に浸っております。

Teachers apparently are well-supported through various

しかし、大会そのものは３日か４日で終わってし

regional and national networks, with many opportunities

まうものですが、大会を組織するというのは時間や

for professional development. All these propelled the

心的エネルギーを１年間使って形をなしていくもの

Japanese language, spoken by relatively few people in

です。大会が始まるまでは毎日理事との間でメール

Australia, into a major language of study.

をやりとりして計画を煮詰め、微調整をし、招聘講

All in all, I thought the sessions were well

師とも頻繁に連絡をとり、参加者からの質問への対

thought out and served their intended purpose of meeting

応をしたり、とかなりの時間をコンピューターの前

the needs of non-native teachers of Japanese. My

で過ごしました。

recommendation, should CAJLE continue this line of

この間、ひやひやしたこともありました。まずト

professional development, is to poll the teachers and seek

ロントに新型肺炎患者が出たというニュースが世界

out suggestions for future workshops. Teachers too

中をかけめぐり、日本のテレビ報道の仕方があたか

should be invited to present and share their expertise.

もカナダ全域に SARS が蔓延しているかのような感

The end result is that everyone would have greater

じでしたので、トロントとカルガリーはずいぶん離
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れているので大丈夫だとは思いつつ参加取り消しが

大会当日はすべて理事の先生方が役割分担をして

出るのではないかと心配でした。現に日本では SARS

働いて下さり、私はただ大会が計画どおり進んでい

を懸念して日本語教育学会国際大会が翌年に延期に

るか確認をするだけでした。アンケートにも多くの

なりました。振興会のホームページに SARS 情報等

参加者がアットホームな雰囲気で良かったと書いて

を載せ、カルガリーは安全であると強調したのです

おられますが、これは本当に会場でいろいろとお世

が、とうとうブラジルから 18 名もの参加取り消しが

話下さっていた理事の先生方のお陰です。オプショ

来たときには本当にがっくりきました。そしてこの

ナルとして計画したバンフツアーも皆さんに大変好

分では日本からの参加取り消しも相次ぐかも知れな

評でした。そして、サマレル先生から「カルガリー

いと覚悟はしていたのですが、幸いなことに１名も

大会は鵜沢先生のリーダーシップで成功したような

参加取り消しはありませんでした。結果的にはカル

ものです」というメールを受け取ったときは本当に

ガリー大会の参加者数は過去の大会参加者数の平均

実行委員長をやってよかったと思いました。いろい

を大幅に上回るものになり、新入会員も 30 名近く増

ろと苦労しましたが、大変いい勉強をさせて頂いた

え、大会運営の面でも成功しました。

と思います。そして大会実行委員長に指名して下さ
った桶谷先生の私への信頼に感謝します。

日本語教育のフロンティア

日本語教育と演劇：演劇的アプローチに至るまでの道のり
野呂

博子（ビクトリア大学）

「声に出して読みたい日本語」というベストセラ

で２回講師として来ていただいた永保澄雄先生の音

ーを覚えていらっしゃるでしょうか。教育学者であ

指導の一環として、芥川龍之介著「くもの糸」を朗

る斎藤孝さんが現在の国語教育に警鐘を鳴らすもの

読させられて、四苦八苦していたのは私だけではな

として話題になりました。国語教育、子どもたち、

かったと記憶しています。

若者の日本語から身体性が奪われ、ことばの字面だ

習ったことをすぐ応用するのが好きなので、早速

けが上滑りをして、ひとり歩きしてしまう現象を憂

中級日本語の学生に教科書のなかに載っていた「つ

う人たちに訴えるものをこの本は持っていたのだろ

る女房」を音読させました。成績の善し悪しに関係

うと思います。母語としての日本語だけでなく、外

なく全員しどろもどろ。私は得意になって、模範朗

国語として日本語教育に関わっている人たちも、ど

読をしました。数年、中級以上のクラスで音読を奨

ちらかというと初級の段階に発音、イントネーショ

励したのですが、どうもうまく行かないんですね。

ンといった音声、音韻面に時間をかけるけれど、そ

この音読奨励で一つ副産物としてあげられるのが、

の後はあまり時間をかけないというのが普通ではな

文章の内容理解度が学生の音読で判断できることで

いでしょうか。実は私もその一人でした。わが CAJLE

した。それで、もう一つ気がついたことがいわゆる
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日本語教科書に載っている日本語が日本語として練

を作成しようと考えました。CD-Rom 教材開発の話

れていないということでした。以前、私自身読解文

を同僚に持ち掛け、かれを通じ、平田さん、青年団、

を自分で書いたりしていましたが、個人の癖があっ

紀伊国屋書店から日本語教材開発のために自由にビ

て、同じ表現を繰り返し使ってしまったり、声に出

デオ、脚本を使わせてもらえることになりました。

すとリズムのない駄文しか書けないことが分かり、

また、ラッキーなことに数学者で日本語学習を趣味

それ以来、上級以上の学生たちにはプロの文学者、

にしている友人にプログラミングを担当してもらえ、

随筆家の文を教材として与えています。斎藤孝さん

何とか試作品を教室で使ったのが、2001 年の秋でし

の主張する「すごみ」のある文章ですね。私の個人

た。週毎の内容理解に関する課題を仕上げるために

的な好みで選んだ材料が学生の感覚にあうかどうか

各学生に CD-Rom、ビデオを一部ずつ貸与しました。

は全くの賭けですが、今のところ内容が面白いと難

この課題の中で何回も CD-Rom を使わないと答えら

しくても食いついてくるようです。音読をさせやす

れないような質問と、すぐ答えられるもの、また意

いという理由で、一人称を使って話が運んでいくも

見を聞くものの３種類の質問とその週に扱ったセグ

の、また会話が多いものを選んでいます。

メントのあらすじを書かせました。教室以外での負

以上の試みは主に読解のクラスで行ったことです。

担がかなり多いことから、やる気のある学生だけが

今度は上級会話のクラスを担当することになり、本

残り、教師としてはとても楽しいクラスになりまし

当に困りました。皆さんもおなじみの状況かも知れ

た。内容理解以外にも、毎週グループによるスキッ

ませんが、会話のクラスでは練習の必要な人が押し

ト発表が課せられました。スキットのテーマはその

黙ってしまい、いつもおしゃべり上手な学生さんに

週で焦点となったコミュニケーション上のストラテ

クラスを独占されてしまうことが多いです。困窮し

ジー、たとえば一週目はよく知らないもの同士がき

ていた私に僥倖ともいうべきことが起こりました。

まずさをさけるため、共通の話題を探す、そしてあ

勤務校の同僚が日本演劇の専門家なのですが、劇作

いづちをうつ、かつ発話と発話をオーバーラップさ

家で劇団青年団の団長である平田オリザさんの「東

せることなど、条件を与え、それ以外は学生の自由

京ノート」脚本の英訳を手がけていました。その縁

にさせました。「東京ノート」に出てくる登場人物

で、私達の住むビクトリアで「東京ノート」公演が 3

であるプロの俳優のせりふまわし、目線、身振り、

年前にあり、単なるおつきあいで公演を見に行った

表情などをお手本とさせたのです。従来のコミュニ

ところ、「東京ノート」の日本語が芝居がかってい

カティブ・アプローチでよく使われるロールプレー

ず、本当に自然だったのに驚きました。その後、紀

ではお手本となるものが非常に限られているように

伊国屋書店からビデオも出ていることがわかり、そ

思われます。素人であれば言い間違い、言いよどみ

れをじっくり見、脚本とその英訳も読み、これを会

などが避けられないのですが、プロの俳優さんは、

話クラスの主教材にできないかと思い始めたのです。

特に平田氏の芝居では「芝居がかった」セリフとセ

これは 90 分の芝居で、同時進行の話がいくつも入っ

リフ回しがなく、しかも言いよどみ、言い間違いが

ているので、そのまま学生にビデオを渡す訳には行

なく、自然な日本語を限りなく蒸留していった後の

きません。音声やイントネーション、間の置き方な

エッセンスともいうべきものなのです。このグルー

どにも注意を払ってほしいので、ビデオ上の音声で

プスキットは教師と同級生によって評価を受けます。

は不十分です。また、聞き取り、内容理解のために

面白いことに、学生による評価の方が厳しく、ポイ

も、工夫が必要でした。そこで、俳優のセリフを音

ントをついていることが多いのです。どんな話の展

声、文字で何回でも聞いて、見られるように CD-Rom

開、せりふ、せりふ回しが観衆を納得させるのか、
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わかっているようでした。私が強調したのは、「い

いやな感じとだけで何が原因で気分を害したのかわ

かにもありそうな状況、セリフ、いい方」を作り出

からなかったが、今になってあいづちの多さが原因

すという点でした。さらに、日本的なコミュニケー

であることが分かったと報告してくれました。いろ

ション方法とよく言われるけれど、本当にそうだろ

いろ問題もありましたが、一番満足しているのが、

うか。自分達の育った文化とか全く違うのだろうか

非常に恥ずかしがり屋の学生が毎週スキットをする

というように、インターカルチュラルな面に注意を

ことで日本語で人前で演じることに慣れ、自信がつ

払わせました。一人の学生がおもしろい個人的な体

いたという感想です。他にもいろいろお伝えしたい

験を報告していました。以前日本人の友人と電話で

ことがあるのですが、またの機会ということにしま

話していて、いやな思いをしていたこと、しかし、

す。

私の CALL 遍歴
星
私事で恐縮ですが、私とコンピューターとの出会

真由実（カルガリー大学）

ことを簡単に説明してみたいと思います。

いは今から 10 年前でした。当時私は日本で英語の教

Mark Warshauer という方が、論文の中で、CALL

師をしていましたが、授業にコンピュータを取り入

の発展を三段階に分けています。簡単に言えばそれ

れるというような考えは全く持っておらず、ただた

は、ドリル、シュミレーション、ネットワークとい

だ体を張って授業を行っていたものでした。ところ

う順番になるのですが、彼の指摘では、それぞれ、

がある日、付き合っていた今の主人の家に遊びに行

Grammar Translation Method （ 文 法 中 心 の 習 得 ）、

ったところ、カラーボックスの上にコンピューター

Natural Approach （ 自 然 な 習 得 ）、 Communicative

がでんとありまして、主人は、その前に座り込み、

Approach（情報交流による習得）という、第二言語

自分で漢字のプログラムをつくって、一生懸命勉強

習得理論の各時代の発展に支えられてきた、とあり

していたのでした。まだまだ一般家庭にコンピュー

ます。この論文の発表は 1996 年ですので、それから

ターが広がっていなかった頃のことですから、私の

もう 7 年経って、今は、インテグレーション、すな

頭の中には「コンピューター＝（イコール）おたく」

わち全部の機能を取混ぜて使う時代になったと言っ

という図式がパーっと現れ、この先付き合いを続け

ていいと思います。私は意識したわけではないので

るものかどうか迷ったものでした。

すが、まずはドリルの作成から始まり、インターネ

あれから早 10 年。コンピューターはあっという間

ット上での買い物、そして母国語話者とのメール交

に社会に浸透し、大勢の人にとって生活になくては

換と、まさにこの順番を追って、CALL を実践して

ならない存在になってしまったのではないでしょう

きました。最近では WebCT や Blackboard などの総合

か。コンピューターに偏見を抱いていた私も、実は

オンラインツールを使って、ドリル、メールの交換、

現在 CALL (Computer Assisted Language Learning)とい

ディスカッションなどを全部一つのサイトで行って

ってコンピューターを使って外国語を教えることを

おります。

専門に研究するようになってしまいました。そんな

まず、練習問題やテストの作成ですが、かつては

わけで、今回は私が CALL と称して実際試してみた

Hot Potatoes や WinCALL などのオーサリングソフト
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をつかって文法事項や漢字などの問題を作成してい
ました。このごろでは画像や音を入れることも容易

必要です。
一番最近ではハイブリッドコースという試みをし

になったため聴解問題の作成にも力を入れています。

ています。ブレンドラーニングと訳されることがあ

前述の WebCT や Blackboard での作成はサーバー上で

るようですが、これはオンラインとオフラインの複

おこなうので少し複雑ですが、学生のテストの結果

合で、半分は教室内で半分は教室外で(この場合いは

がより詳しく分かるので、その点はとても便利だと

インターネット上で)の授業になります。文法事項の

思っています。

解釈、作文など、個人で進行速度に差が出るもの、

シュミレーション学習としては、映画を見に行く、

インターネット上の情報を使ってするシュミレーシ

買い物をする、など初心者でも理解できる視覚中心

ョンの活動、クラスメートとのディスカッションな

の材料をインターネット上で探して、それをもとに

ど、個人ペースで行った方が、効果的だと思われ、

クラス内で、ペアやグループで実際の会話を進めて

なおかつオンラインで実現できるものは、オンライ

いきます。これは一見楽しそうなのですが、時間配

ンにしました。学生からは、自分のペースでできる、

分や指導目標を明確にしないと、ただサイトを見て

自分自身の勉強だという責任感が生じる、という肯

おもしろがって終わってしまうので、注意が必要で

定的な意見が多く出ましたが、数人の学生から一人

す。

でコンピューターに向かっているのが寂しくなると

また、一年目の後期(すなわち第 13 週目が終わっ

いう意見も出ました。したがって来年は、Centra One

てから)、日本語母語話者とのメール交換を始めてい

とういツールを使用して小グループ、あるいは一対

ます。アルクという会社がメール交換希望者のデー

一での会話の練習を取り入れたいと思っています。

タベースを持っていて、2000 人ほどが日本から参加

紙面の都合上、一つ一つの試みについて、詳しい

しているので、学生たちはそこで日本語話者のパー

ことは書きませんでしたが、もしもっと詳しく知り

トナーを見つけています。これは日本のパートナー

たいという方があれば、遠慮なく私の方へご連絡下

側に参加の義務がないので、クラスに一人か二人、

さい。ちなみに次世代の CALL の担い手は Artificial

ぜんぜん返信が来なくなったという学生が現れます。

Intelligence(人工知能)ということだそうです。いわゆ

その場合はメル友をシェアする、などの対策で乗り

るロボットですね。ロボットなんてと思いますが、

切ってきました。これも評価基準をあらかじめ明確

10 年前、“コンピューターなんて”と思った私ですか

にする、楽しくメール交換をするヒントを与える(日

ら、10 年後には毎日どこに行くにもロボットを連れ

本語と英語の配分、トピックの選び方)などの指導が

て歩いているかもしれませんね。

《会 員 規 定》
カナダ日本語教育振興会は、カナダにおける日本語教育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。年会費は以下のとおりです。
会費年度：2003 年 6 月～2004 年 5 月
年会費： 連絡先がカナダの場合…CAD$40.00、アメリカの場合…US$40.00、
上記以外の場合…US$60.00（いずれも郵送の場合は小切手または money order で）
申込必要事項：氏名（日本語およびローマ字）、現住所、電話およびファックス（自宅、職場の両方）、
電子メールアドレス、所属機関など、もしあれば。年会費の領収書が必要であれば、その旨明記のこと。
申込先： Canadian Association for Japanese Language Education (CAJLE)
c/o NAJC, Toronto Chapter, 382 Harbord Street, Toronto, Ontario, M6G 1H9 CANADA
お問い合わせ：Tel: 416－516-8146（鈴木）Fax:：416－926-0495（渡並）
（入会申込書は、ホームページをご覧ください。）
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懸賞投稿のお知らせ（ニュースレター編集部）
「いろいろな日本語教室の様子を知りたい。」「授業の工夫を情報交換したい。」このような声が数多く寄
せられております。つきましては、つぎの 2004 年夏号において懸賞投稿を企画しました。どうぞ奮ってご
投稿ください。編集部一同、わくわくしながらお待ち申し上げております。
テーマ：「大技、小技、隠れ技：私の日本語教室」
字数：400 字から 600 字（挿絵なども大歓迎、ただし一点の投稿につき一枚まで）
締め切り：2004 年５月 15 日（土曜日）
入賞者及び賞品の発表：ニュースレター28 号紙上
宛先：

X. Jie YANG
Dept. of Germanic, Slavic and East Asian Studies, University of Calgary
Calgary, Alberta, Canada, T2N 1N4
電子メール: xyang@ucalgary.ca

特別寄稿

全米における日本語教育諸活動：全米日本語教師会(NCJLT)活動報告
NCJLT 会長

田伏

素子

イースタン・ミシガン大学外国語・バイリンガル学部日本語科主任
mtabuse@emich.edu

ncjlt@japaneseteaching.org

全米日本語教師会（英語名 National Council of

全米レベルの日本語教育団体として、ATJ があり

Japanese Language Teachers）は幼稚園から大学レベル

ますが、ATJ が大学の言語学、文学そして教授法研

の日本語教育関係者からなる団体で、1991 年に発足

究者を中心とする会員で構成されているのに対し、

しました。日本語教育に興味のある方はどなたでも

NCJLT は幼稚園から大学まで日本語教師養成も含む

会員になれます。現在の会員数は約 800 名で、会員

実践面を中心とした日本語教育、教授法に携わって

の種類としては、全米約 27 州にある地方日本語教師

いる会員で構成されています。ATJ の年次総会は

会に属する会員、地方の団体に属さない個人会員、

Association for Asian Studies の総会と同時期に行われ、

日本、カナダ、イスラエル等諸外国で日本語教育に

ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign

携わっている国際会員（年会費は 25 ドルです）
、そ

Languages) と提携している NCJL の年次総会は毎年

して日本語教育関係の会社からなる Company 会員が

11 月の半ばに行われます。また AATJ（Alliance of

あります。NCJLT 会員関係の情報は下記のサイトを

Associations of Teachers of Japanese――通称アライア

ご参照下さい。

ンス）は 1999 年に結成され、NCJLT と ATJ の理事の
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代表が集まり、共同で日本語教育の発展と促進に向

グラムがありますが、NCJLT は国際交流基金と共同

けての諸活動を行っています。活動例としてはミド

して NBPTS に挑戦される先生方の費用一部負担も

ルベリー大学での日本語・教授法夏期集中特別講座

実施しています。詳しい内容は NBPTS のサイト、ま

や日本の幕張でのテクノロジー夏期特別講座の企画

たは Japan Foundation 発行の The Breeze: Summer

実施、州、地方レベルでの日本語学会出席のための

Special Issue 2003, Number 28 をご覧下さい。

旅費支援、その他 Professional Development 企画・支

この他に、現在、全米の教育全体に大きな影響を

援等を行っています。また日本へ留学する学生の為

及ぼしている No Child Left Behind 法案（正式名

の奨学金支援(Bridging Scholarship)も行っています。

Elementary and Secondary Education Act）、特にこの法

全米レベルの活動としては、ACTFL・NCJLT にお

案の中にある “Highly qualified teacher” という言葉

ける年次総会及び研究発表、全米日本語優等生協会

の定義をめぐって州レベルでの話合いが行われてい

活動、年賀状コンテスト等があります。ACTFL は全

ます。そして Program Standards for Foreign Language

米最大規模の外国語教師会で、学会では日々の授業

Teachers、外国語教師を養成する大学の教員免許プロ

に役立つヒントやコンピュータを使用した授業・教

グラムのスタンダード等これからも考えていかなけ

材の紹介から外国語習得研究論文や全米における外

ればいけない問題点や課題等がありますが、機会が

国語教育の向上を目指す非常に政治的なものまで、

あればまた後程、皆様にご報告させて頂きます。

バラエティーに富んだ発表が様々な言語で行われま

以上、NCJLT の活動報告を中心に全米における日

す。NCJLT の会員特典の一つとして、ACTFL の学会

本語教育界での状況報告を簡単にさせていただきま

の参加費が非会員に比べて格安になる事が挙げられ

した。上記ご報告の中に出てきた諸団体の情報サイ

ます。例えば今年は early registration をすれば 135 ド

トを下記に記載いたします。

ルも安くなります。経費削減が叫ばれる中、100 ドル
の差はずいぶん大きく感じられるのではないでしょ

参考サイト

うか。詳しくは下記の ACTFL Registration Information

1. NCJLT Membership

サイトをご参照下さい。

http://www.colorado.edu/ealld/atj/ncjlt/policy.html

地方のレベルでは NCJLT に所属する 27 の地方日

2. ACTFL Registration

本語教師会団体(殆どが州の団体)が中心となり、州

http://www.actfl.org/index.cfm?weburl=/public/articles/in

レベルで開催される外国語･日本語関係会議、Japan

dex.cfm?cat=31

Quiz Bowl、スピーチコンテスト、夏期集中講座やワ

3. Alliance of the Associations of Teachers of Japanese

ークショップの企画･実施等、その地域の特色を活か

http://www.colorado.edu/ealld/atj/alliance/Alliance.html

した諸活動が積極的に行われています。詳しい情報

4. NBPTS

は Alliance サイト、州団体サイトをご参照下さい。

http://www.nbpts.org/

さて、現在 NCJLT が関わっているプロジェクトの

5. No Child Left Behind

中に National Board Professional Teaching Standards

http://www.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/index.html

(NBPTS) and Certificate といって、米国の学校で 3 年

6. ACTFL/NCATE Program Standards

以上日本語を教えておられる日本語教員免許を持っ

http://www.actfl.org/index.cfm?weburl=/public/articles/d

ておられる先生方の為の Professional レベル資格プロ

etails.cfm?id=144
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報告：アンカラ大学文法講演会

金谷

武洋（モントリオール大学東アジア研究所）

トロントでの年次大会に特別招聘講師として二年

リオールの拙宅はたまたまお隣の家がトルコ人夫婦

連続でお呼びして以来、早稲田大学の川口義一教授

で、お互いに仲も良い。この降って湧いた様なトル

には陰に日向に振興会を助けて戴いている。例えば

コ行きを大層喜んでくれ、山のような観光パンフレ

ジャーナル CAJLE の査読者として。また、今回のカ

ットを戴いた。出発は 9 月 18 日。先ずはモントリオ

ルガリー大会には、数多のお弟子さんを引き連れた

ールからニューヨークへ。ニューヨークの空港での

早稲田チーム団長として。これは振興会にとっては

荷物検査の厳しさに辟易した後、トルコ航空機はイ

まさに前代未聞の嬉しい出来事であった。

スタンブールを目指して大西洋方向へと飛び立つ。

先生には私も個人的に大変お世話になっている。

ヨーロッパは 86 年から 87 年にかけて１年間ドイツ

昨年 5 月に帰国した際には、急な話にも拘わらず早

で暮らしたが、その後は 93 年にオーストリアをレン

稲田大学で文法講演会を手早くアレンジして下さっ

タカーで３週間にわたり駆け回ったのが最後だから、

た。そのお陰でかなり広い教室に数多くの聴衆が集

10 年振りということになる。

まり、講演会は盛会に終った。以前トロントに来て

余談だが、泉井久之助の『ヨーロッパの言語』（岩

下さったあの懐かしい堀歌子先生も会場に駆けつけ

波新書）によれば、イスタンブールという地名はト

て下さり、久闊を叙することが出来た。ただただ、

ルコ語ではない。1453 年 5 月 29 日にオスマン・トル

川口先生のお陰である。

コがビザンチン帝国の首都コンスタンチノープルを

先月（9 月）もまた川口先生から思わぬプレゼント

攻めて陥落した際の「入城（into the city）」を意味す

が届いた。開口一番「突然ですが、トルコで講師を

るギリシャ語「エイス・ターン・ポリン」から「イ

やりませんか」。如何にも先生らしいメールである。

スタンブル」となった由である。トルコ最大の都会

他の予定が入ってしまった為に行けなくなった川口

イスタンブールは２泊３日では見きれるものではな

先生の代役を打診されたのだった。この一本のメー

い。王宮、ブルーモスク、グランドバザール、地下

ルが口火となって、後はとんとん拍子。アンカラ大

宮殿などと精力的に見回ったものの、終始時間との

学での日本語ワークショップに講師としてトルコに

戦いであった。かの有名なアヤソフィアまで見逃し

行くことが決まった。万歳！３日間（9 月 22 日～24

て涙を呑んだ。捲土重来を誓ってイスタンブールを

日）のワークショップ、及びそれをハイライトとし

発ち、アンカラへと飛んだのは 21 日の日曜日、ワー

た一週間のトルコ旅行の報告に及ぶ次第である。そ

クショップの前日である。

れは楽しくもやりがいがあり、極めて有意義な旅で
あった。

首都アンカラまでは空路１時間。アンカラ大学で
日本語を教えるアイシェヌール杉山先生（言語学）、

国際交流基金の援助を受けたイベントとは言え、

エルキン先生（日本近世史）のお二人が空港に出迎

これも礼儀かと一番安い切符で行くことにした。ト

えて下さった。出発までのメールのやりとりでお二

ルコ航空の切符では少なくとも一週間はトルコにい

人の日本語力には舌を巻いていたが、話される日本

なくてはいけないと言う。望む所と、前半２泊３日

語がまた素晴らしい。お二人とも数年の日本留学経

は自前のイスタンブール観光と決めた。因にモント

験と博士号を持つ研究者である。カナダ日本語教育
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振興会は日本人教師が中心だが、トルコの日本語教

で素晴らしいことに思えた。トルコ語での発表には

育界はトルコ人日本研究者がリードしているのだろ

私だけの為に通訳してくれるサービスにも恐縮した。

うか。あるいはこれはアンカラ大学だけの例外的な

アンカラ、エルジェス、チャナッカレオンセキズ

状況なのか。たった４日間でトルコ全体の様子は把

マルト大学の３大学には日本語科があり、少数精鋭

握しようもないが、その辺りのことにも興味を引か

の教育が行われているとのこと。今回会場となった

れた。

アンカラ大学を例にとれば、大学院（修士・博士）

ホテルにチェックインの後、御馳走になった美味

課程まである。今回「文学作品に見る指示詞の日ト

しいトルコ料理の昼食が終りかけた頃、日本語学科

比較」と題して研究発表をなさったエルジェス大学

大学院生のメルテルさんが登場。若く長身でハンサ

日本語学科長のハルク先生はアンカラ大学の博士論

ムな彼がこれから初代大統領ケマル・アタチュルク

文を執筆中である。学部学生でさえ毎年 10 名しか入

廟を案内してくれると言う。徴兵制度のこと、トル

学出来ないという狭き門。しかも日本語の授業は週

コの歴史、アンカラ大学日本語学科の概要など、興

20 時間を越えるそうだ。とにかく先生も熱心、学生

味深い様々なお話をあれこれ伺いながら白亜のアタ

も真剣である。モントリオール大学のリラックス・

チュルク廟に杖を引いた。夜は夜で学科長であるオ

モード（教師も学生も）を思い出し、ふと「カナダ

トカン教授主催の夕食会。そこにやはり講師として

呆け」という言葉が頭に浮かんだのだった。

招聘された東大の林徹先生（ご専門はトルコ語学）

さて圧倒されてばかりいては何のためにアンカラ

が合流された。とにかく大変な歓待である。その後

まで行ったのか分からない。私はと言えば、２日目

４日間はずっとこの調子で、次から次へと遠来の旅

の火曜日に「日の丸・盆栽文法」と題して３時間の

人への暖かい配慮が続く。水も漏らさぬオーガナイ

講演を受け持った。お蔭様で大変盛況だった。講演

ズぶりに恐縮するばかりだった。

に続いて多くの熱心な質問があり、中でも「自／他

３日間にわたるワークショップ「トルコにおける

動詞」を巡るかなり専門的で突っ込んだ質問が出た

日本語教育とその諸問題」が翌日月曜日から始まっ

ことには驚かされた。明らかに拙著を読んで下さっ

た。「文字班」「視聴覚班」「文法班」「語用論班」

ていることが伺える質問で、遠路はるばる来た甲斐

の４つの部会があって、それぞれに興味深い３時間

があったと実感した。

ずつの研究発表がなされた。アンカラ大学を始めと

振興会の広報と思ってジャーナル５号を３冊持参

して（戴いた名刺を繰りながら列挙すると）土日基

し、アンカラ、エルジェス、チャナッカレオンセキ

金、ボアジチ大学、エルジェス大学、チャナッカレ

ズマルト３大学の講師室において戴いた。また所司

オンセキズマルト大学、バシュケント大学などから

真理子エルドアン先生が希望されたのでボアジチ大

多くの参加者があった。私は何よりも部会責任者４

学にもトロントから後日送って戴いた。何度か研究

名の内３名までがトルコ人教師であり、発表者の数

発表やジャーナルへの投稿も呼び掛けたから、来年

でもトルコ人が日本人を上回ったことに驚いた。

のトロント大会にはトルコからの参加者があるかも

アイシェヌール杉山先生とエルキン先生のお二人

知れない。微力ながら、今回もまたあちらこちらに

が頑張っているアンカラ大学の主催だった所為かも

蒔いた種の一例である。トルコでも芽を出すことを

知れないが、少なくともカナダではちょっと考えら

祈っている。末筆ながら、この素晴らしい機会を与

れない状況ではある。このワークショップの様に、

えて下さった川口義一先生に改めてお礼申し上げた

トルコにおける日本語教育の集まりでトルコ人がリ

い。

ーダーシップをとる様子を目にするのは私には新鮮
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日本よりの書籍の購入について

高橋
十数年前に CAJLE が発足した際に挙げられた「カ
ナダにおける日本語教育の問題点」は数多かったが、

和比古（Nihongo Circle）

とが二つある。
１）再販制度

その中の一つは、「カナダ在住の教師や学習者に教

書籍には再販制度が認められている。つまり、出

材を見るチャンスが少なく、購入も難しい」であっ

版社が価格を決め、その価格には強制力があるとい

た。

うことだ。例えば、「日本語堂」という出版社が「に

実際、その頃のカナダでは日本で発行された書籍

ほんごバンザイ」という本を出すとすると、その本

を見たければ、ニューヨークかシカゴまで行かなけ

の小売価格は日本語堂が決め、取次店と小売店はこ

ればならなかった。そして教科書などを多量に購入

の価格を守らなければならない、ということである。

しようとすれば、その米国の書店はカナダが「外国」

もし守らない店があればその後の出荷を止めるなど

であることを理由に郵送をしぶるし、ようやく説き

の対応が許される。つまり流通過程での価格競争が

伏せて送ってもらっても、カナダの税関で思いもし

許されない、ということである。独占禁止法の及ば

なかった輸入税をガッポリと取られる等、散々であ

ない世界なのである。この制度は出版社自身までも

った。

その自由を縛るのであり、出版社から消費者への値

そこで私が（自称）「CAJLE 教材調達係」の任を

引き直売（これが「消費者」としては一番嬉しいの

引き受け、周囲の協力を得て Nihongo Circle を開店

だが）などもちろん御法度である。未だに「規制」

することとなった。もう十数年前の話だ。その時に

の強い、非常に硬直した業界なのである。

後方から助力してくれたアルク社や凡人社には今も

なお、この流通のなかでは「返本」が自由である。

世話になっている。

売れ残った（もしくは、売れる見込みが無くなった）

その後、時は流れ、世の中は変わり、Nihongo Circle

本は上流に返して代金を払い戻してもらうことが可

も変わった。カナダの日本語教育を取り巻く状況も

能である。しかし、読者から本屋への返本は全く認

変わった。しかし、上記の問題が完全に解決できた

められない。

わけではない。そこで現状をお知らせしておくこと

２）品揃え

は無駄ではないと思う。今後のご参考になれば幸い
である。

日本で出版された、または出版されている本の数
はまさしく「星の数ほど」あるのであり、商売上で
の対象となる商品点数の多さはビジネスそのものの

1. 日本での書籍の流通
まず、日本国内で書籍がどのように流れているか、

あり方にも影響を及ぼす。つまり名の通った大手の
本屋でさえも、とても全ての本を店頭に揃えること

知っておいていただきたい。書籍の商品としての流

はできない。置けるのは全体の中のごく一部、とい

れは、最上流の出版社（＝製造元）から、取次店（＝

うことになる。前述のとおり、価格競争が許されな

問屋）、本屋（＝小売店）、読者（＝消費者）、であり、

い業界なので、書店ビジネスの成否は「立地条件」

他の商品とそんなに変わるものではない。

と「客が望む品揃え」にかかってくる。自分の店に

しかし、ビジネスの側面から見ると、特徴的なこ

はどういう本を求めてどういう筋の客が来店するの
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しれないが、東京都内の話なのである。
その「にほんごバンザイ」の注文は、流通の川を

余談だが「本は本屋に行けば買える」のは当たり

遡って出版社に届き、それから本が川下りして注文

前と思われるかもしれないが、自分の経験から大雑

主に届く。これに一週間かかるのだ。この待たされ

把に言うと、欲しい本を店頭で探して買える確率は

る日数は取次店や出版社がいかに速く注文を処理す

半分くらいである。あとの半分は、店員から、

るかにかかっており、東京都内の出版社からこれま

「すみません、売切れです」とか、

た都内の本屋に届くまで数週間かかることもままあ

「御取り寄せしますよ」

る。

という言葉を聞くことになる。
だから短期間の日本旅行の中で本を購入したけれ

我々は今や「電子の世界」で生活しているのであ
り、情報はナノ・セカンドの速さで動くのである。

ば、事前に注文しておくなどの手を打っておいた方

何故本一冊が都内を移動するのに数週間かかるのか、

がよい。「取り寄せ」というのは書店が取次店から

不思議に思われるだろう。

取り寄せる、という意味で、取次店にもなければ出

この理由の一つは、この業界には競争がない、とい

版社にまで遡る。これには５～７日くらいかかるの

う上述の点である。上記の例で、

が普通だ。

「そんなに長く待たせるのなら買わない」と言える

もちろん、いわゆるベスト・セラーなどは即、店

のならばいいのだが、「にほんごバンザイ」がどう

頭で手に入る。しかし日本語教育関連の本となると、

しても必要ならばただひたすら到着を待つしかない。

一般の書店に飛び込んでもまず見つからない、と覚

出版社も取次店（大手２社による寡占状態にある）

悟していたほうがよい。日本語教育専門の凡人社に

もこのことを知っており、「待たせて当たり前」の

直行するか、さらに確実に入手したければ凡人社な

商習慣が身についているのだろう。一方で消費者に

どに「取り置き」を依頼しておくのがよい。

日々接する書店側はこの問題を切実に理解している。
従って書店と取次店は仲が悪い。

2. 日本での問題点
今日の日本では書店は苦しい状況にある。かつて
はどこの駅前にも１、２軒の本屋があったものだが、

このような「閉鎖状態」で「仲間割れ」している
ような業界が傾きつつあるのは理解できる。なお、
上記の問題点は音楽 CD や DVD でもほぼ同じである。

それらが今は毎年千軒以上も閉店に追い込まれてい
る。理由はいくつかあり、若年層の活字ばなれ、娯
楽の多様化、などで本に対する需要が細っているの
も理由の一つだ。
しかし、この業界に詳しい人ならば誰もが指摘す

3. Nihongo Circle の取り組み
日本国内の状況が上記のようなので、太平洋を隔
てたカナダで「日本の書籍を自由に見て、簡単に入
手できるようにする」
、というのは容易でない。しか

る問題がある。それは流通の問題である。

し Nihongo Circle でもいろいろ工夫をしているので

例えば、ある人が「にほんごバンザイ」を買いたい

お知らせしておきたい。

と思い、近所の本屋に行ったとしよう。上記のとお

１）インターネットで在庫の確認

り、このような本は店頭にはないのが普通であり、

書籍のデータベースはいくつかあるが、私は有隣

「取り寄せ」を依頼すると一週間くらい待たされる。

堂のものを使っている。このサイトのいいところは、

これが遠い地方での話ならば、まあ納得できるかも

在庫の状況がわかることだ。かつては注文を受けた
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書籍はすべて日本に連絡し、出版社まで注文が遡る

自分で探し回るとよい。ご自分でできない時は

のを待たなければならず、入手できるかどうかがわ

Nihongo Circle がお手伝いする。なお、ほとんどの古

かるまでに数週間かかった。数週間待ってから「版

書店は「海外発送不可」としているが、この点がネ

元品切れだそうです」という返事を聞かされて悔し

ックになる場合も Nihongo Circle がお助けできる。

い思いをよくしたものだ。しかし、有隣堂のサイト

Nihongo Circle は東京に代理人をもっており、その代

を使うようになってから、このようなことは少なく

理人経由で入手できる。

なった。注文を受けたらすぐにこのサイトで在庫を
チェックするようにしている。もちろんこのサイト

4. Nihongo Circle が解決できないでいる問題点

からの情報とて完全ではないが、95%くらいはあて

１）価格

にできる。
２）取次店の変更

多分、これをお読みのほとんどの方が「日本から
買う本は高い」と感じられているのではないか。書

出版社にとっては、「数多く売ってくれる取次店

籍買付けのための費用はほとんどが品代と送料であ

がすなわちいい取次店」であり、そのような取次店

り、ともに円建て払いなので、販売価格には為替レ

からの注文は優先的に処理するようである。Nihongo

ートが大きく響く。最近、カナダドルが多少上がっ

Circle も有力な取次店から仕入れるように変更した。

たが、あと１～２割上がれば多くの方々が納得でき

このようにして寡占は続くのだが、やむを得ない。

る価格に近づくのではないかと思うが、為替レート

３）ブックフェアーの開催

についてこちらでできることはほとんどなく、ただ

書籍は手にとって見なければ買えないものである。
ものを見ずに解説や書評を読んで注文し、現物が届
き内容を見てがっかりした経験はないだろうか。
CAJLE 創設の頃にはなかったのだが、今はトロン

ただ天を仰いで祈るばかりである。
２）納期
現在、船便の注文は受注後５～６週間で納入でき
ている。船を使う以上、この線は動かないと思われ

トに「国際交流基金・日本文化センター」があり、

るが、上記のとおり情報は瞬時に飛び交う世の中で、

その図書館には日本語関連の蔵書も豊富なので、大

「週」という単位はいかにも長すぎる。もちろん、

いに役立てるのがよいと思う。

航空便や EMS を使えばもっと早く入手できるのだ

Nihongo Circle も機会がある度にブックフェアー

が、コストとのトレード・オフとなる。

をやっているので、それらの機会を生かして欲しい。
この夏にはカルガリーにおける CAJLE の年次大会で、

5. 教科書の注文

秋にはトロント大学でブックフェアーを開催させて

授業で使うための教科書の注文には特に細心の注

もらった。これから先は JCCC（トロント）でのイベ

意をお願いしたい。注文の際に特にお願いしたいの

ントに参加する予定である。

は、

なお、当初は雑誌の注文は受けていなかったが、

１）タイトルをはっきりとさせる（テキストには似

現在は他の書籍と同じ扱いで受け付けている。

たようなタイトルがいくらでもあるし、Vol.1 だった

４）絶版図書の探求

り Vol.2 だったりするので）。ISBN で注文していただ

かつては希望する本が「品切れ」と聞くと手の打

くのが一番よい。必ず書面（ファックス）でご注文

ちようがなかったが、今ではインターネットで古書

をいただきたい。

店を探しまわることが可能になった。諦めないでご

２）時間に余裕を持たせる。港湾労働者のストライ
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キがあったり、税関で６週間も止められたりするこ
とも実際にあるので、コースが始まる３ヶ月前まで
には正式な注文をいただきたい。

＜＜終りに＞＞
以上、いろいろ書いてきたが、やはり CAJLE 発足

３）日本国内の流通では返本が可能であるが、カナ

時と比べるといろいろな面で状況はよくなってきて

ダでは返本ができない。一旦カナダに送られて来た

いると自負している。なにかと面倒な日本からの「書

ものをまた運賃をかけて日本に送り返す、というこ

籍購入」は Nihongo Circle にお任せくださり、先生

とはできないし、取次店も受け取らない。ここでの

方は授業や研究にご専念くださることをお勧めする。

最大問題は、教科書が余った時である。誰かが余っ

また、上記を読んで、ご意見やいいアイデアなどが

た教科書を抱えなければならないことになる。

ありましたらご連絡いただきたいと思う。皆様の声

Nihongo Circle ではこの点を理解し、先生や学校の本

を生かしてこれからも Nihongo Circle をより役立つ

屋さんと話し合い、まず余剰を出さない工夫をする。

ものにしていけるよう努力を続けますので、Nihongo

しかし、ただ単に注文数を少な目にすると、今度は

Circle を「うまく使う」（言葉は悪いかもしれない

「足りない」という事態になりかねないので難しい。

が）ようお願いいたします。

この点から望ましいのは、１）毎年、同じ教科書
を使う（余った教科書は翌年に回す。１年間保留す

＊＊役に立つホームページ＊＊

るのは Nihongo Circle にとって問題はない）。２）他

Nihongo Circle:

の学校と同じ教科書を使う（過不足の際に融通がき

http://members.rogers.com/nihongoc/Nihongo.html

くようにする）
。

有隣堂:

また話が脱線するが、学校の本屋さんにはあてに

https://www.honya-town.co.jp/yurindo/index.html

http://www.easyseek.net/

なるところとならないところがあり、あてにならな

古書探求:

いところ（名は書けない）は、「（新学期用の教科

凡人社:

書を）Nihongo Circle に注文した」と聞いたら、必ず

アルク社: http://www.alc.co.jp/

こちらに確認のご連絡をいただきたい。これまで、

Yahoo Japan（CD・DVD 検索）:

本屋の言葉をそのまま信じて確認せず、新学期を教

http://www.yahoo.co.jp/

科書未着のまま迎えたケースがいくつかあった。も

ご意見・ご注文の宛先:

っとも最近ではこのような学校にはこちらから「ま

Nihongo Circle Toronto Office:

だ注文が来ていませんよ、大丈夫ですか」と声をか

ysugi@sympatico.ca（日本語教育関連図書）

けるようにしている。「御用聞きサービス」である。

Nihongo Circle Waterloo Office:

このため、新学期に教科書が間に合わなくて先生が

nihongoc@rogers.com（日本語教育関連外）

大慌てする「新学期フィーバー」は減りつつある。
本の調達には船便で平均５～６週間かかることをお
忘れなく。

http://www.bonjinsha.com/
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連載

≪留学生と日本語≫

第３回

一般日本事情・・・お日柄もよろしく、結婚式ご招待
王

伸子（専修大学）

秋も深まり爽やかな季節が訪れ、大学際も終わっ

出ていました。（関東と関西、こんなに差があるん

てひんやりした気配を感じる時期になった頃から、

でしょうか？）どの調査もだいたい同じような結果

毎年、学生が奨学金の推薦状の依頼に研究室にやっ

で、30 代、40 代・・・と、少しずつ金額に差はある

てきます。と同時に舞い込むのが、「結婚式に招待

ようですが、留学生の場合は 20 代が最も多いので、

されたんですが・・・」という相談。さて、どんな

この数字より多くする必要はないと判断して差し障

相談だと思いますか？正確に言うと、「披露宴」へ

りはないでしょう。

の招待状と言ったほうがよいかもしれません。キリ

それと同時に、どのようにそのお祝いをわたすの

スト教会で挙げる結婚式以外、日本での結婚式は親

かというのも重要なポイントです。そこで出てくる

族のみでおこなうことが多いのは、みなさんもご存

のが「のし袋」。目にしたことはあるけれど、どのよ

知の通りです。学生も一応、日本の結婚式がどのよ

うに使うのかわからない日本特有の品物の一つです。

うなもので、どんな具合に列席するのかということ

もちろん、表書きの方法もわからないので、これも

は、伝え聞いているようですが、相談というのは、

指導することとなります。

ずばり、いかほど包んでいくのかということなので
す。

ということで、結婚式ご招待に関することも「一
般日本事情」科目の題材としました。まずは、招待

韓国も中国も現金をお祝いとして渡すという習慣

状から始めます。なぜ、１か月以上前に招待状が届

は日本と同様あるものの、その金額に差があるよう

くのか、なぜ、出欠の返事が必要なのかということ

です。たとえば、中国では、１か月分の給料の何倍、

なども、宴席の食事の形態が異なる韓国、中国、台

あるいは何分の一というように、相手が親族か友人

湾の学生にとっては説明が必要なことがらです。

かによって割り出し方があるということです。その

結婚式、披露宴の形式についての説明はこのぐら

ように計算すると、学生たちが割り出してくる計算

いで切り上げ、次は、「実物学習」です。まずは招

も、「お世話になった方の娘さんだから、５万円、

待状の本物を見本として見せます。ほとんどが父親

いや、10 万円用意すれば失礼にならないでしょう

の名前で出されているもの。「ウチの国と同じだ～」

か。
」というような具合なのです。

という声も。それから、返信の部分の書き方です。

銀行等の調査結果をインターネットなどで調べて

お名前の「お」や御住所の「御」を消したり、御出

みると、20 代の若者が結婚祝いに用意する金額は、

席の「御」を消して、「いたします」を追加する、

披露宴に出席する場合、相手が上司、部下、友人な

などなど、加工の例を紹介しながら、見本の教材に

どの場合には３万円が相場のようです。自分の兄弟

書き込ませます。おまけとして、寿専用の切手も紹

が結婚する場合は、関東で５万円、関西で 10 万円と

介しておきます。

カナダ日本語教育振興会・ニュースレター・27 号

33

そして、次はお待ちかねの「のし袋」です。のし

を同封してもいいですか？」

（熨斗）の由来、水引の種類を説明します。結婚祝

以前、ヨーロッパの学生が「すてきな封筒を買いま

いが焦点になっていますので、もちろん、肝心なの

した」と言って、「先生、今までありがとうござい

は水引の金銀、紅白「結び切り」を選ぶこと。たっ

ました」という手紙を香典袋に入れて渡してくれた

た一度（であるはず）の慶びをあらわす結び切りの

ときもありましたが。

説明と同時に紅白の蝶結びも見せ、何度あってもよ

ヨーロッパの学生だと、笑ってすむことかもしれ

い慶びのお祝い事に使用することも話します。また、

ませんが、同じアジア文化の学生に対しては反応が

対照的なことがらを説明するため、同時に香典袋も

違うのではないかと思われます。一般の日本人に近

見せます。こちらは一度きりの悲しみという意味で

い常識が要求されることも多々ありますし、何より

の白黒の結びきりですね。また、袋の裏側は、慶び

も、日本で就職し、生活していきたいという希望を

をあらわすため、のし袋では上向きに封を閉じ、香

もっている留学生も少なくありませんので、実用的

典袋では下向きに閉じることも比較して見せます。

習慣として一通りおさえておきたいことがらでもあ

さらに表書きの説明では、「結婚祝」のほか、一般

ります。

的なものとして「寿」を紹介しますが、これは、中

最後に、中に入れる金額に応じて、のし袋を選ぶ

国語の感覚で見る留学生にとっては驚きのようです。

ということも伝えました。金額が高額になれば、水

中国語で「寿」はまさに長寿の意。若い二人に「寿」？

引のデザインも豪華なものになるわけですが、これ

と合点がいかないようです。

は、市販ののし袋のパッケージに、「こののし袋は

それからのし袋の実物を配り、実際に表書き、内

３万円までが目安です」などと記入してあるのでそ

袋への記入をしてみます。以前は実寸大のものを紙

れを参考にすればよいと思われます。そして、つい

に印刷し、それを配布して記入するということをし

でに紙幣は新札を使用すること、できれば割り切れ

ていたのですが、同僚のスペイン語の先生に、「こ

ない奇数が好まれることも話しました。中国文化で

ういうときこそ実物を使ったら？日本で教えている

はおめでたいときに用いる数字は偶数ですから、こ

んだから調達できるでしょ」とアドバイスされ、そ

の点も少し日本と異なります。

れから実物を教材としています。実物に書いても大

また、「平服でおいでください」とあっても、そ

差ないのではと思ったのですが、やはり学生の緊張

れは普段着のことではないということも老婆心なが

感が違うようです。そこで、ものはついでと、今年

ら付け加えて。

は墨をすって用意し、筆で書かせるという演出（？）

そんなこんなの結婚式ご招待あれこれを教材とし

もしてみました。臨場感が出てよかったようです。

ながら、次年度の授業では実物学習にさらにもう一

楽しい質問も出てきます。

工夫を、と考えています。

「横書きでもいいですか？」
「絵を描いたり、色をぬってもいいんですか？」
「あまったところにメッセージを書いたり、手紙
＜＜自分でできるシリーズ＞＞

かんたん設定

「英語 Windows で日本語を使う本」

英語版 Windows XP や 2000 を使っているのなら、特別なソフトを購入しなくても日本語が使えます。この本は
お使いの英語 PC で日本語を使えるようにするために必要な設定の手順をわかりやすく説明しています。
お問い合せ：Nihongo Circle

英語版 Widows が入っている新規の PC を購入し、初めて電源を入れた時の登録手順
Toronto Office:416-961-5510
既に英語版 Windows XP/2000 をお使いで日本語を使えるように設定を変更する方法
日本語 IME の使い方
AOL V.6 で日本語のメールを読む方法 など、など
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第３回

語彙・文法、読解、文化理解に役立つサイト
谷原 公男（ニューヨーク州立大学バッファロー校）
tanihara@buffalo.edu
はじめに

・Nakama (http://www.marinebat.com/nakama/)

連載第１回、第２回では、ひらがな・カタカナや

ハワイ大学の品川覚氏のサイト。文法の他に、語

漢字、音声教育の際の注意点を挙げ、その学習に役

彙やかな・漢字のオンラインのインタラクティ

立つウェブサイトを紹介した。今回は語彙や文法、

ブ・ドリルもある。Situational Video というのもあ

読解、文化理解に役立つサイトを紹介する。

り、ちょっとおもしろい。“Entering 先生’s Office

語彙・文法

Properly” というビデオがお勧め。ただ、研究室の

語彙・文法学習そのものを目的としたサイトはま

ドアが閉めてあるのがちょっと気になるのは私だ

だ少ない。北米でよく使われている『げんき』や『な

けだろうか。北米ではたいていドアが閉まってい

かま』などをもとにしたサイトがいくつかある。こ

る時は不在か、いても立て込んでいて相手ができ

れらのサイトには、文法だけでなく、ひらがな・カ

ないことを意味すると思う。もっとも、日本では、

タカナや漢字、語彙の練習などがあるものも多い。

研究室のドアというのは常に閉めてあるのが普通

授業時間だけでは不足しがちな練習を補足するのに

かもしれない。

役立つであろう。
一般に、文法や文型の練習には、正確さや流暢さ

読解
・理解 (http://www.rikai.com)

を育てるスキル習得 (skill-getting) の練習と、実際に

日本語で書かれたサイトのウェブ・アドレスを入

それをいろいろな状況で使ってみるスキル運用

力して、“Go” ボタンを押すだけで、英訳や単漢字

(skill-using) の練習とがあるが、後者の開発はなかな

の読み・意味がカーソルを合わせた単語に出るよ

か難しく、現段階であるのは、文法の意識を高め、

うになる。ボックスにテキストをコピー・アンド・

正確さを増す前者の部類の練習が大半のようである。

ペーストしてもＯＫ。デフォルトのページは、英

・Genki Online (http://www.genki-online.com/)

語から日本語への訳のページになっているので、

“Self-Study” のページに学習者がオンラインで使

日本語を英語にする時には、サイト右上のプルダ

えるものがたくさんある。また、 “Instructional

ウン・メニューで “Japanese to English” を選ぶ必

Resources” や “Links” のページ（日本語）にも役

要がある。

に立つものが多い。
・NAKAMA のなかま

・POPjisyo
(http://www.popjisyo.com/WebHint/Portal_e.aspx)

(http://www.uiowa.edu/~japanese/NAKAMA/index.html)

上記の「理解」同様のサイト。ウェブページやテ

執筆者の一人である畑佐由紀子氏のいるアイオワ

キストの語彙・漢字に、Java のポップアップの解

大学のサイト。特に学習者向けという訳ではなく、

説（読みと意味）が出る。こちらのサイトでは漢

どちらかというと教師向きのサイト。オンライン

字の北京語と広東語の発音も出る。

でできる練習などは少ないが、ダウンロードして
使えるものがいくつかある。

・Reading Tutor
(http://language.tiu.ac.jp/index_e.html)
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などにも触れたい。
また、ビジネスなどの名刺交換の際には、下の者
から挨拶をし、名刺を差し出すのが礼儀であるとか、
おじぎの際に立つ距離、座る際に相手に圧迫感を与

「文化」とは何かと考えた時に、歌舞伎や茶道な

えない距離、出かける時に「どちらへ」と聞かれた

どの伝統文化を思い浮かべる方も多いかもしれない。

らどう応えるかとか、家族や兄弟、既婚者か独身か

このようなものは言語のクラスでは折りに触れて簡

など、北米ではプライバシーの侵害とも取られるよ

単に話すことはできても、学習者に深い理解を促す

うなことを日常茶飯事に聞かれたりするかもしれな

のは難しいと言えよう。文化のコースを設け、もっ

いなどという、コミュニケーションの際の物理的・

と詳細に扱うことが望ましい形であると思う。また、

心理的テリトリーの問題にも触れておく必要がある。

アニメやコンピュータ・ゲーム、歌謡などのポップ

その他に、お中元やお歳暮などの習慣やクリスマ

カルチャー、電子機器なども文化であるし、大衆に

スの意味、年中行事などの日本の慣習、そして日本

人気のあるスポーツ（プロ野球やＪリーグなど）、大

の教育制度などにも触れる必要があろう。「あけま

学生活や若者に人気のレジャーなども学習者が同世

しておめでとうございます」とか「つまらないもの

代を知る上で大切な文化だと言える。しかし、日本

ですが」など、中には定型表現が使われるものもあ

語の、特に初級・中級のクラスにおいて大切なのは、

るので言葉の学習としても重要である。

日本人が普段無意識に行っている言語活動の中に存

文化紹介の際に、型にはまったステレオタイプを

在する文化であろう。特に言語生活に密着した文化

紹介しすぎないようにも気をつけたい。例えば、日

を、教師が意識化し、教えてやる必要がある。

本人はほめられた時に謙遜をするということはよく

例えば、家族やホストファミリー、親しい友達に

教えられるが、実際にはどんなことをほめられたか

「こんにちは」と言わないとか、お店で店員の「あ

とか、誰にほめられたかとか、状況によって謙遜な

りがとうございました」に対して「どういたしまし

どしない場合も多いし、ただ日本人は謙遜するとだ

て」と応えないとか、トイレのドアは使っていない

け教えていると手落ちかもしれない。日本に留学し

時は閉めておくとか、畳の上をスリッパで歩かない

た学生がクラスメートに日本語をほめられて謙遜し

とか、そういう日本人が日常無意識に行っているこ

ても変なだけである。形式張らず、ありのままをざ

とを教師が意識化して伝える必要がある。

っくばらんに紹介するという気持ちでやればいいと

家族間では敬語や敬体（です・ます体）は、結婚

私は思う。

などでできた義理の関係を除いて使わないとか、一

「外国語」として日本語を勉強していて、当面、

番下の子供を中心に、上の子供を「お兄ちゃん」「お

日本に滞在する意志のない学習者でも、いつどのよ

姉ちゃん」と呼んだり、父親・母親自身を「お父さ

うなきっかけで日本を訪問することになるか分から

ん」「お母さん」（あるいは「パパ」「ママ」
）と呼

ない時代である。日本に行った時に困惑しなくて済

んだりすることも、言語使用における「文化」であ

む情報を与え、こういう場面ではどうするかという、

る。英語の “I” に相当する言葉が「わたし」「わた

いわば問題解決のストラテジーのようなものを育て

くし」「僕」「俺」などいろいろあり、同じ人が状

ることが大事であると思う。

況に応じて使い分けるなどという社会言語的な文化

ここでは何千とある「文化」サイトを網羅するこ

もある。また、家庭内での男女の伝統的な役割分担

とはもちろんできないが、まず、いくつか代表的な

や最近の変化など、さらには欧米との価値観の違い

リンクサイトを挙げ、その後に少し個別に紹介した
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い。このようなサイトを使って、何か情報を調べて

テキサス大学の日本リンク集。シンプルだが、き

来させるような課題を出してもおもしろいであろう。

れいに整理されている。

・Japan Access

・J-YES (http://www.j-yes.org/)

(http://jin.jcic.or.jp/access/index.html)

“Japanese for Young English Speakers” のサイト。簡

日本の地理から、政治経済、社会、スポーツ、伝

単なフレーズレッスンの他に、楽しい雑学的な情

統文化まで、すぐ知りたい時に便利なページ。英

報が得られる。

語での簡単な説明と写真が多くある。
・Japan Guide (http://www.japan-guide.com/)

・Asian Educational Media Service
(http://www.aems.uiuc.edu/index.las)

日本に関するもろもろの情報が得られる。各地の

イリノイ大学のサイト。映画やビデオ教材、ＣＤ

名所の写真も見られる。いろいろな情報がハイパ

など、どんなものがあるか調べるのに便利。

ーリンクでつながっていて、なかなかいいサイト。

・Oniko Goes to Japan

バスの乗り方の説明などもあり、日本に行く学習

(http://www.sonic.net/~anomaly/japan/index.htm)

者には役に立つ情報も多々あり。

毎年日本に行くというアメリカ人によるサイト。

・Sight-seeing Japan
(http://www.sight-seeing-japan.com/)

サバイバル・ガイドや生活に便利な情報などあり。
・TokyoTokyoTokyo

これも写真のサイト。都道府県別や観光種別に調

(http://www.asahi-net.or.jp/~tx2h-mtok/)

べられる。

日本在住の外国人向けのサイトだが、いろいろ生

・Japan Information Network
(http://www.jinjapan.org/)

の生活情報が得られる。
・Mangarama

日本のことなら何でも分かる（？）情報サイト。

(http://www2.ak.cradle.titech.ac.jp/Rise/top.htm)

実はここに挙げた他のいくつかのサイトのホスト

４コマ漫画で日本語・日本文化が学べるサイト。

にもなっている。ちょっと情報過多で戸惑ってし

QuickTime ムービーなので、音も聞ける。

まうかもしれないが、JIN Index で、トピック別に
情報が探せる。
・The Virtual Museum of Japanese Arts
(http://jin.jcic.or.jp/museum/menu.html)
伝統美術・工芸、芸能、武術などのサイト。
・日本観光協会 (http://www.jnto.go.jp/eng/)

最後に、前回漢字のサイトを書いた後で見つけた
ものとして、下記のサイトを紹介したい。
・漢字トレーナー PenPen
(http://www.coolest.com/penpen/)
Basic Kanji Book Vol. 1 & 2 を基本とした漢字と語

英語でいろいろな情報が読める。日本に行く学習

彙が練習できるゲームがダウンロードできる（無

者に最適。“Eating Out” のセクションにはすきや

。漢字の語と読みと意味をマッチさせ、ひょこ
料）

きやてんぷらの写真もある。

ひょこ動くペンギンをハッピーにする。間違える

・JGuide (http://jguide.stanford.edu/)
スタンフォード大学のサイト。 “WWW Virtual
Library for Japan” と唱っている。
・Japan
(http://link.lanic.utexas.edu/asnic/countries/japan/)

とペンギンは泣いてしまう。
次回は最終回として、今までに紹介できなかった
オンライン辞書、サーチエンジン、聴解学習、その
他もろもろのサイトについて触れたい。ご意見・ご
感想をお待ちしています。
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カナダ各地の学校めぐりシリーズ（６）

ケベック州

ウォング

直美（モントリオール日本語センター）

オンタリオ州の東隣に位置するケベック州は、歴

度といわれるが、最近若い学生が増え、これらの学

史も古く、人口もカナダ全人口の約５分の１を占め

生の中には結婚、あるいは就職して定住する者も出

る。そして、その 81％が仏語系という特殊な州であ

てきた。しかし、この少人数の日系コミュニティー

ることは一般に広く知られるところである。そのケ

には、「日本語に主語は要らない」等で皆様お馴染

ベック州の南端にカナダ第二の大都市、モントリオ

みの金谷武洋氏（CAJLE 副会長）、「英語と日本人」

ールがある。人口約 340 万、うちフランス語話者 67％、

をはじめとする数々の著書で知られる太田雄三氏、

英語話者 12％、そして、その他の言語の話者 20％か

「スロー・イズ・ビューティフル」その他の著作で

らなる、コスモポリタンな町である。町を歩くと種々

知られる、辻信一氏（現在日本在住）、「国際結婚

の言語が飛び交っているので、何語で話していても

危険な話」の著者、関陽子氏、更には、仏語の著作

違和感はない。まさにポリグロットの町とも言える

「tsubaki」（数カ国語に翻訳されている）その他で

のではないだろうか。

知名度の高い島崎あき氏等が含まれる事は特筆すべ

こうした言語環境の中で成長する子供たちは、

きであろう。

CEGEP（ケベック州の教育制度では、中・高５年、

モ ン ト リオ ー ル 日 本 語 セ ン タ ー （ Centre de la

CEGEP２年、そして大学３・４年）を卒業するまで

Langue Japonaise de Montreal）はこうしたデモグラフ

には大体英仏バイリンガルになる。その上両親（又

ィーを背景に、日系人子弟の継承語教育を主な目的

は片親）が移民の場合には継承語として親の言葉、

として創立・継続されてきた。今年で、はや、創立

またラテン語の代わりにスペイン語を教える学校も

27 周年を迎える。ケベック州で唯一つの継承語とし

あるので、４カ国語話せる子供も少なくない。言語

て日本語を教えている機関である。当地には駐在員

教育にとっては、非常に有利な環境にあると言って

等、短期滞在邦人子弟の為の教育機関である補習校

良いだろう。

もあるが、日本の文部省管轄下にあり、継承語教育

しかし、日本語教育に焦点を当ててみると、必ず

を目的とした教育機関ではない。

しも好条件とは言えない。まず、日本語は、英語・

当センターは、この 27 年の間にニーズに応じて変

仏語と全く異なる言葉なので、子供にとって負担が

遷をとげ、国際結婚家庭でセンターに通っている子

大きい。さらには、仏語は英語に比して文法も複雑

供の親を主な対象として成人クラスも設立された。

で、習得が難しい。日本語教育はカナダの公用語を

初めの 10 年ほどは、成人クラスの学生数は 10 人程

完璧にすることを最優先のものとした上で行われる

度だったが、現在ではその約４倍以上に達し、かつ、

ことになる。モントリオールは、また、トロント、

増加の傾向にある。2003 年 10 月現在の学生数は、子

バンクーバーといった他の大都市に比して日系人口

供クラス 64 人、成人クラス 47 人、合計 111 人であ

が著しく少ない。移住者も含めて、現在約 2300 人程

る。授業は、土曜日の朝２時間、年間で 60 時間だけ
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『基本文型 200』、『日本語聞いて話して』、『聴解に

子供クラスの内訳は、幼児１、10 人、幼児２、13

よわいあなたに』、『基本漢字 500』、『Situational

人、児童１、13 人、児童２、14 人、児童３、３人、

Functional Japanese』、『ゲームとしての日本語』
、等々

児童４、４人、児童６、５人、児童７、２人である。

多くのものを備え、対象に応じて適当な副教材を選

先生の数は８人（いずれも日本語を母国語とする者）、

択している。

それに助手が２人いる。センターの卒業生が助手を
務める事も多々ある。
子供クラスでは、教科書として、主に光村の国語
教科書を使用し、副教材としてはクラス毎に工夫を

以上、日本語センターについて説明したが、モン
トリオールの他の日本語教育機関についての概略を
以下にご紹介したい。
モントリオールには４校の大学があるが、その内、

凝らした色々な物を使用しているが、理想的な教科

モントリオール大学（３クラス、約 90 人）
、マギル

書を見つけるのは難しく入手も困難だ。また、子供

大学（４クラス、約 120 人）
、ケベック大学（１クラ

の日本語能力のばらつき、家庭での言語環境の多様

ス、39 人）では日本語講座を設けている。CEGEP で

性（仏語が多数、英語、その他）、家庭での協力体制

は、ボア・ド・ブローニュ（２クラス、約 25 人）が

の有無、適切な教材の入手が困難、校舎賃貸料の引

クレジット・コースとして、また、ドーソン・カレ

き上げ、援助金の削減等、問題点を挙げればきりが

ッジ（２クラス、約 30 人）、ヴァーニエ・カレッジ

ないが、詳しい事はここでは割愛させていただく。

（１クラス、11 人）で成人教育 (continuing education)

こうした中で先生方は、セミボランティア・ベース

として日本語のクラスを設けている。ランゲージ・

で試行錯誤しながらも、工夫を凝らして授業を進め

スクールではジオス、プラトン、スリーポイント等

ている。年に一度の発表会、文集発行、日本語ビデ

に日本語のクラスがある。その他 YMCA、日系会館

オの貸し出し、バザー、その他諸々の行事を計画し、

（５クラス、43 人）でも日本語クラスを開設してい

子供たちに日本文化を伝えながら楽しい雰囲気の中

る。（注・クラスの時間数に関しては大きなばらつ

で日本語が習得できる様、非常な努力を払っている

きがあり、年間 60 時間程度から大学等では 130 時間

若い先生・役員（父兄）の方々に敬服する。

位。）

成人クラスは、成人１、19 人、成人１、９人、成

ケベック州は、オンタリオ州と異なって、日本語

人３、６人、成人４、６人、成人５、６人で先生は

は高校のクレジット・コースとして認められていな

５人（いずれも日本語を母国語とする者）。最近は、

い。一方で若い学生たちの日本語に対する関心は、

アニメ世代の若い学生（13、4 歳）が増えているので、

アニメなどを通して高まっている。（因みに町のビ

こうした聴解力があり、呑み込みの早い若い学生と、

デオ屋を覗いてみると、日本のアニメの DVD が一

一週間の仕事で疲れた体に鞭打ってくるお父さん学

角を占めている）このアニメ世代の若い学生達は、

生が机を並べて勉強するので、授業の進め方に工夫

高校には日本語クラスがないので、日本語センター

が要る。更には仏語系の学生、英語系、漢字圏から

のような、巷の日本語クラスに流れ込んでくる。若

来た学生等対象の言語背景も単一ではない。また、

い時に楽しみながら初歩的な日本語を身につけた学

最近の傾向として JET 等の帰国生が受講するように

生が大学に入ってから本格的に日本語を勉強すると

なってきたので、かなりレベルの高い日本語教育も

いうケースも増えてきた。しかし、ボア・ド・ブロ

要求されるようになってきた。教科書として、

ーニュを除いて、大学での日本語講座を視野に入れ

『Japanese for Busy People I, II, III』を使用しているが、

てカリキュラムを組んでいるところはない。むしろ、

その他副教材として、『ワクワク文法リスニング』、

他州及び米国で高校の日本語を取った学生がプレー
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スメント・テストを受けて、初級以外のクラスに編

に活動し、それらは統合されていないのが現状であ

入される場合がある様だ。その他、理科系志望の学

ろう。

生も大学に入ってからは日本語を勉強する時間が限

最後に、モントリオールで日本語を教えた経験に

られているので、高校、CEGEP の頃に日本語を勉強

基づく私個人の感想として、概して皆、発音とイン

しに来る者もいる。

トネーションが良いという利点が挙げられると思う。

上述のごとく、モントリオールには目的も多種多

難点は、何と言っても種々の教材を、安く迅速に入

様、言語背景も年齢も異なる人で、日本語の学習を

手出来るようなルートがないということだろう。

希望する者の受け皿はあるが、（100 パーセント満足

（情報提供にご協力下さった方々にお礼申し上げま

出来るものでないにしても）、個々の教育機関は単独

す。）

BULLETIN BOARD

＊ カルガリーにおける年次大会は、数多くの研究発表者、参加者、そして講師の先生方を迎えて、盛大かつ
有意義な学会となりました。参加された皆さまにお礼を申し上げるとともに、各講師の方々に心から感謝い
たします。また、今大会は、鵜沢梢大会委員長をはじめ、カルガリー大学の先生方、ボランティアの方々、
そして、役員一同が力を合わせることによって、無事、遂行することができたことをご報告いたします。
＊ 今号より、楊暁捷氏がニュースレター編集長を担当してくださいます。早速、新風を吹き込んでくださり、
さまざまな企画を打ち出されています。今後の発展が楽しみです。また、この４年間、私が編集長を担当い
たしました 19 号から 26 号までの発行に当たり、編集発行チームとしてご協力くださった役員の皆さまに、
この場をお借りしてお礼申し上げます。
＊ 今年度総会後に開かれた理事会において、BC 州の野呂博子氏を新理事として迎えることを決定いたしま
した。野呂氏は、1999 年度に振興会会長を務められた後、ご事情により、2001 年度に理事を離れられまし
たが、この度、また理事としてご活躍いただけることになりました。これで、理事は全員で 15 名となりま
す。
＊ 今年度の年次大会に合わせて、ジャーナル５号が発行されました。大会に参加された会員の方々には、大
会当日にジャーナルをお渡しいたしましたが、その中に乱丁本が１冊あったとの報告を受けました。皆さま
には、お手元にあるジャーナルをご確認のうえ、万一、乱丁が見つかりましたら、ご一報くださるよう、お
願いいたします。（連絡先：清水道子 fax:(416) 516-8402,

email: homi.shim@3web.net）

＊ 来年の年次大会開催地はトロントです。今年お目にかかった皆さまには、是非、トロントで再会いたした
いと思います。また、残念ながら今年お会いできなかった皆さま、来年こそは、必ずお会いいたしましょう。
これから、カナダはまた長い冬に入ります。寒さに負けず、夏の到来を楽しみに、お元気でお過ごしくださ
い。
（会長）西島美智子
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編集部便り
これまで編集に携わった中で、今回ほど寄稿数の多さと内容の豊富なニュースレターはなかったように思いま
す。年次大会に関する寄稿は、私自身の充実し楽しかった夏の思い出と重なり合い、新たな感慨に浸ることがで
きました。新編集体制の下、『新鮮な趣のニュースレター』と感じ取っていただけたなら大変嬉しく思います。
沢山の会員の方々に積極的に寄稿、投稿していただけるスタイルにするにはと、スタッフ一同、頭をひねってい
るところです。何かいいアイデアがありましたらお教え下さい。（杉本陽子）

今回から編集長がカルガリー大学の楊先生に代わり、新しく同大学のサマレル先生が編集委員に加わって下さ
いました。杉本先生と私は続投です。それに伴い、レイアウトなども新しくなりました。新しいメンバーから斬
新なアイデアもいろいろ出てきて今後が楽しみです。これからも皆様にもっと楽しんで読んでいただけ、活発に
参加していただけるようなニュースレターを目指していきたいと思います。皆さん、どしどしご意見・ご感想を
お送り下さい。また、長らく編集長を務めて下さった西島先生、本当にお疲れ様でした。
私事ですが、１月からイースタン・ミシガン大学に移ることになりました。次号からも新しい場所で、心も新
たに頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。（谷原公男）

楊編集長、ベテラン杉本、谷原編集委員の下で初めてニュースレター作成のお手伝いをさせていただきました。
会員の皆さんより一足先に原稿に目を通し、今はおいしいご馳走の味見役を任されたようなトクした気分です。
言葉の力ってすばらしいですよね。８月の大会の思い出を分け合ったり新しい情報を交換したりという技が筆一
本（コンピューター一台？）で可能なのですから。我々はそんな言葉を教えることを職業としているのかなんて
考えたら、ますます教える意欲がわいてきました。
会員の皆さん、ニュースレター第 27 号の言葉のご馳走をどうぞご賞味ください。（サマレル史子）
思えば振興会の行事にはじめて参加したのは、いまから 10 数年前の、たしか 90 年の夏のことだったと思いま
す。OISE の教室のなかで行われた真剣な講習の熱気はいまだ鮮やかに覚えています。仕事の経験を持たず、会話
する知り合いがいなくて、懇親会にでる勇気さえなかったことも、妙に記憶に残っています。
初めてトロント以外で開催される振興会の年次大会が、
いっぺんに 3000 キロも離れたカルガリーとなったのも、
わたしにはなにかの縁でしょう。トロントでしかお目にかからない先生方が大挙してお越しになり、新しいメン
バーもずいぶんとお見えになりました。地元の一人としては、余裕のある大会と、初対面の参加者同士も交流し
やすいような環境作りに心がけました。さらに 10 年ぐらい経ったら、このカルガリーの集まりは、どのような記
憶となってみなさんに思い出されるものでしょうか。
思わぬ形で編集長という役目を与えられました。素晴らしい伝統をもつこの大事な交流の場がいっそう盛んに
なるよう、ささやかな力を添えたいと思います。（楊暁捷）
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