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会長のことば

会長 大江 都

ある朝目覚めると外は一面の雪。つい先達てまで、

来年は、草原から山岳地帯へと移ります。本号の

美しい紅葉に目を奪われていたというのに、ここカ

「CAJLE2012 年次大会情報」に記載の通り、アルバ

ナダの東海岸は、もうすっかり冬景色です。皆様が

ータ大学高円宮日本教育・研究センターとの共催で、

お住まいの地域は、いかがですか。

名勝地バンフにて、年次大会が開催される予定です。

この一年もまた、なんと様々なことがあったこと

テーマは「理論と実践の連携」
。実行委員長の下野香

でしょう。未だ重い課題を残す東日本大震災。欧州

織氏を中心に、現在企画が進行中です。美しい山々

では、世界経済に波紋を投げかけるユーロ危機。北

と湖を目の前にして、皆様と集えることは大きな喜

米では、ニューヨークに発した「オキュパイ運動」

びです。多数の方々の参加をお待ちいたします。

が各地に広がりましたね。十月には、スティーブ・

大会企画のほかに、CAJLEでは、種々のプロジェク

ジョブズの訃報がありました。IT 世界に革命を起こ

トが進行中です。ウェブサイトの再構築、ジャーナル

し、華麗な電子機器たちを私たちに残して逝ったス

出版の電子化の検討、などなど、会員の皆様にとって、

ティーブ・ジョブズ――大きな衝撃でした。ジョブ

より魅力のある振興会となることを目指し、各部署の

ズ氏が去り、改めて、今私たちが享受している電子

理事が努力を重ねております。これらのプロジェクト

機器の多くが、あの不可能を可能にするパワー、不

の詳細については、順次、皆様にもご報告していきま

遜とも思えるジョブズ氏のパワーによって、この世

すので、ご意見、ご質問などがあれば、是非お寄せく

に送り出されたことが再認識されました。言語教育

ださい。

に関わる私たちにとっても、恐らく、これら情報端

CAJLE はまた、対外的にも一歩ずつ、前へ進んで

末機――タブレット PC、iPhone などなど――は、

おります。この八月に中国の天津で「日本語教育国際

ますます大事なツールとなっていくに違いありませ

研究大会」が開催されましたが、副会長の小室リー郁

ん。偉大な功績に感謝ですね。

子氏が「グローバルネットワーク代表者会議」に参加。

さて、CAJLE では、この夏、レジャイナ大学にお

また、J-GAPシンポジウムに、有森丈太郎氏が参加し

いて年次大会が開催されました。本号の報告にある

ました。その詳細については、本号のそれぞれの記事

とおりです。ホストのラム智子氏のお人柄そのまま

をご参照ください。

に、暖かく、楽しく、密度の濃い大会となりました。
参加された皆様には、十分に研修と交流を楽しんで

それでは、新しい年も引き続き、どうかよろしくお

いただけたかと思います。
（カナダ大草原地帯へ初め

願い申し上げます。来年の干支は辰。
「天からの使い」

て旅をした私は、夜、空いっぱいのオーロラを見ま

である辰のごとく、空をかけ、躍動していきたいと思

したよ。
）

います。皆様のご健康とご活躍をお祈りして、乾杯！
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CAJLE 2011 年次大会の報告
CAJLE 2011 年次大会を終えて
あぜうえ

実行委員 畔上ラム 智子
2011 年度の CAJLE 年次大会は国際交流基金、開

に「日本語のクラスでの区別化した指導：豊かな多

催地レジャイナ大学の助成のもと、3 名の招聘講師

様性と限られたリソースを有効に使うには」という

をはじめ、カナダ国内の各州、アメリカ、日本、香

テーマで教師研修を行っていただき、コミュニケー

港、台湾から延べ 133 名の参加者をお迎えし、8 月 5

ション能力を高めるためには、学習者に合わせたコ

日（金）からの 3 日間にわたってカナダ・サスカチ

ースデザインが必須ではあるが、そのために限られ

ュワン州レジャイナ大学において開催されました。

たリソースをどのように使って指導すればよいのか、

今大会は「日本語教育文法・コミュニケーション

また評価はどうするのかということについて、グル

教育を考える」をテーマとし、言語教育に関する様々

ープごとのディスカッションを通してフロア全体で

な角度からの研究や実践報告がなされる大変充実し

活発な意見交換を行いました。

た大会となりました。大会初日前半の野田尚史氏（大

大会 3 日間を通じて、メイン会場前には Nihongo

阪府立大学）による基調講演「コミュニケーション

Circle の書籍・教材展示販売があり、実際に教材を

能力を高めるための日本語教育」では、従来の｢文型｣

手に取って見ることができ、参加者の皆様に喜んで

中心の言語教育に対して「聞く」｢話す｣｢読む｣｢書く｣

頂くことができました。

に焦点を当てたコミュニケーション能力を高めるた

大会二日目夜に行われた懇親夕食会は、テーブル

めの教育とはどういうものかについて豊富な具体例

ごとに交流を深める中、大会参加者でもあり、また

とともに理解を深めることができました。同日午後

昨年まで理事を務めていただいたニューブランズウ

は、ハドソン遠藤陸子氏（ミシガン州立大学）によ

ィック大学の西島氏に、カナダの大自然をテーマに

る教師研修会「まぎらわしい文法の説明法」が行わ

した写真のスライドショーをご披露いただき、さら

れ、日本語の中で特に紛らわしい文法を英語話者に

には、テーブル同士で競ったサスカチュワン州に関

どのように説明し運用能力をつけさせるかというこ

する豆知識クイズ、数々のドアプライズなど、大会

とを、数多くの用例と参加者同士の活発な意見交換

プログラム中とは異なるくだけた雰囲気の中、参加

を通して実践的に学ぶ場となりました。第二日目と

者同士さらに親交を深めていただけたようでした。

三日目の前半は、大会テーマを反映し、コミュニケ

今回初めて CAJLE 年次大会をカナダ中部である

ーションに重点を置いた Web や Voice Over IP、ブロ

サスカチュワン州で開催することになり、普段カナ

グ、アニメ、演劇活動などを取り入れた日本語教育

ダ国内遠方まで足を運ぶことが難しいレジャイナ市、

の考察や実践報告、日本語教育文法、言語習得など

サスカツーン市、マニトバ州などからの先生方にも

に関する合計 22 本の研究発表が 2 会場同時進行で行

参加していただくことができ、さらに CAJLE の輪を

われました。そして、二日目の午後には再度、野田

広げることができたことは、何よりの収穫でした。

尚史氏に「コミュニケーション能力を高めるための

大会開催につきましては、ほぼ一年にわたって他の

日本語教材」をテーマに教師研修を行っていただき、

実行委員、全理事の皆様に全面的にご支援とご協力

「文型」中心のこれまでの教材と同氏によって開発

を頂き、深くお礼を申し上げたいと思います。また、

中の教材を比較しながら参加者は実践的に理解を深

遠方よりはるばるレジャイナまでお越しいただいた

めることが出来ました。さらに、三日目の午後は片

参加者の皆様、本当にありがとうございました。皆

岡裕子氏（カリフォルニア州立大学ロングビーチ校）

様からの多大なご支援、お心遣いのお陰で大会を無
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事に終えることが出来ました。2012 年の CAJLE 年

会に参加していただき、共に知識、交流を深め、日

次大会は 8 月上旬にカナダ・アルバータ州バンフに

本語教育のネットワークを広げていきましょう。そ

て開催を予定しております。さらに多くの皆様に大

れでは、来年バンフにてお目にかかる日まで。

CAJLE 2011 に参加して
Chi Ming HO (The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR)

The CAJLE Annual Conference is always an

grammar in Japanese language teaching through the

academically significant event in the specialized fields of

workshop of Professor Mutsuko Endo Hudson. Professor

“Teaching Japanese as a foreign language” and “Japanese

Hiroko Kataoka explained the concept of differentiation

linguistics”. This year’s conference theme, “Exploring on

in Japanese language teaching to achieve more effective

Pedagogical Japanese Grammar and Teaching for

learning goals and results by using case studies. These

Communication”, is a reflection of the latest trends in the

techniques are especially useful when we teach students

teaching and acquisition of the Japanese language.

coming

Colleagues from North America, Japan, China and

backgrounds

Taiwan shared their respective research findings and

proficiency levels in the target language.

from

different

as

well

as

linguistic

and

cultural

demonstrating

different

garnered valuable comments from the Conference which

The CAJLE conference in Regina was successful

inspired broad-based discussions between the presenters

scholastically and its participants including myself are

and audience members. Lectures and workshops are also

looking forward to the next one. My heartfelt gratitude

the main attraction in CAJLE Annual Conference.

goes out to all CAJLE Organizing Committee members

Professor Hisashi Noda (Osaka Prefecture University),

who have dedicated their precious time and energy for

Professor Mutsuko Endo Hudson (Michigan State

the smooth and successful organization of the conference.

University) and Professor Hiroko Kataoka (California

All guest speakers and individual presenters shared their

State University, Long Beach) were invited to be the

research passions and useful experiences on teaching.

guest speakers for the event. All these lectures and

The friendship and networking developed in Regina will

workshops

and

become valuable assets for our careers and long-lasting

informative. For example, Professor Noda’s lecture gave

friendships. Last but not least, thank you to The Japan

a clear picture on communication ability enhancement in

Foundation and The University of Regina, Saskatchewan

Japanese language teaching. Participants explored and

for their generous support and sponsorship.

were

academically

productive

rethought how to explain the so-called “confusing”

渋谷 章子（クイーンシティ日本語学校）
この夏、はじめて CAJLE の年次大会に参加した。

とになるであろう継承語教育にも生かせる内容であ

地元レジャイナで開催されると聞いてからとても楽

るだろうと期待していた。

しみにしていたし、今大会のテーマ「日本語教育文

大会全体の内容は期待以上で、野田先生の基調講

法・コミュニケーションを考える」は個人的に非常

演・ワークショップは従来の文法教育の観点からは

に興味のある分野であり、今後深く関わっていくこ

「目からウロコ」の内容であったし、ハドソン先生
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のワークショップも文法の深さ、おもしろさを再確

でもない継承語教育は子供を対象にすることが多く、

認できるものであった。片岡先生のワークショップ

専門知識を持った教員、教材の不足が問題点として

も具体的でわかりやすかった。また、研究発表も授

挙げられているが、まさにその通りである。今大会

業に即生かせそうなものが数多くあった。中でも、

で知り合うことができた同じ悩みを抱える教師たち

継承語教育に関わる発表は、学校の規模を問わず、

とのつながりは、今まで光が見えないトンネルの中

カナダ中で行われている継承語教育に携わる教師が

で必死でもがいていた者に、肩をたたいて励まし合

直接顔を合わせて話をすることのできる滅多にない

い、出口を探すために共に頑張る仲間ができたとい

機会を与えてくれた。

っても過言ではない。今大会をきっかけにできたつ

私自身、継承語教育に関わっているが、毎回手探

ながりの輪は、今後、情報交換や悩み相談を通して

り状態で教材を作り出し、これでいいのかと自問し

どんどん広がっていき、より充実した継承語クラス

ながら授業を進めている。外国語教育でも国語教育

の提供を可能にすることだろう。

大会アンケート結果
あぜうえ

書記 畔上ラム 智子
2011 年度 CAJLE 年次大会は、カナダ、アメリカ、

た」などのポジティブな感想が多く、積極的に参加

日本、香港、台湾からの参加者を迎え、三日間で延

者が研修に取り組んでいたいた様子がうかがえる。

べ 133 名が集まり、前年度に比べ小規模ではあった

研究論文発表については、
「内容にバラエティーがあ

が、充実した大会となった。例年通り、研究発表の

ってよかった」
「すべて大変興味深い内容でよかった」

他に基調講演、教師研修会、出版物･書籍展販売、そ

「クラスに十分に取り入れられる内容で、役に立っ

して二日目には懇親夕食会が設けられ、参加者にと

た」
「アニメなど、学生に興味深い内容が参考になっ

ってよい勉強会、交流の場となった。本アンケート

た」
「とてもスムーズに進行してよかった」という感

は、回答者 30 名で下記の結果がまとめられた。

想の一方で、
「聞きたい内容が重なっていたので、選
択が大変だった」「教室移動が少し大変だった」「コ
ミュニケーションについての発表が（もっと）あれ

1．全体評価
「とてもよかった」(87％)、「よかった」(13％)

ばよかった」などのコメントもあった。また、出版

と、非常によい評価が得られた。

物･書籍展示販売については、「普段手にとって見ら
れない教材があって参考になった」
「継承語を学ぶ子
供たちの教材があればよかった」
「発表に関連のある

2．セッションの意見、感想
基調講演については、
「実践的な研修で、すぐ明日

本があればよかった」などの感想があった。

にでも取り入れられる内容だった」
「文法の権威者か
ら、それを基本にした教え方の否定的なことを聞き、

3．大会全体の意見、感想

今までの教え方を再考慮すべきと実感した」
「新たな

「会場のセッティング、宿泊場所との近さがよか

アプローチが学べた」
「もっと、先生のご専門のお話

った」
「今回のように宿泊部屋を共有することで、一

を伺いたかった」との感想があった。教師研修会に

人で参加する人や、CAJLE が初めての人にとっては、

ついては、
「非常に実践的であった」
「具体例が多く、

とてもよかったと思う」
「ほとんどの出席者がキャン

実際に（私が）参加できてよかった」
「例題が豊富で

パス内に泊まったので、多くの人と知り合えた」
「す

よかった」
「従来の教え方を考え直すいいきっかけに

べての準備が完璧ですばらしかった」
「それぞれの時

なった」
「内容をすぐにでも取り入れられそうだ」
「グ

間、休憩がゆったりとってあり、疲れることなく三

ループワークで多くの人と話す機会があってよかっ

日間すべて参加できた」
「講師のレベルの高さ、内容
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の組み合わせがよかった」
「実行委員の運営、心遣い

るといい」
「遠方で参加できなかった人のためにも U

に感銘を受けた」
「ボランティアの人達が協力し合っ

ストリームでの同時放映も検討してもらいたい」な

ていて、よかった」
「今後もっと、私の大学から講師

ど今後に向けて参考にすべき意見があった。

を送りたい」など、非常によい感想があった。
改善点としては、
「大学付近にレストランやコンビ

4．今後の希望開催地

ニがなかったこと、週末の校内のサービス施設、ス

トロント、モントリオール、オタワなどが挙げられ

タッフが不足していたので、不便だった」
「宿泊施設

たが、カナダの多くの人が参加しやすくなるように

の情報をもう少し詳しく知らせてほしかった」、そし

できるだけ多くのカナダ各地で実施されればいいと

て「大会に参加できなかった会員向けのサービス（ビ

いう意見もあった。

デオ、ウエッブなどからの資料、情報）が可能にな

CAJLE 2012 年次大会
CAJLE 2012 年次大会
CAJLE2012 実行委員会
2012 年CAJLE 年次大会は アルバータ大学高円宮日

究や日本語教育研究の教育活動への応用、そして教育

本教育・研究センターとの共催で下記の通り開催する

活動での観察や発見に基づく日本語研究など幅広い

運びとなりましたのでお知らせ致します。

分野で、また、大学、高校・中学、及び継承日本語と
いったさまざまなレベルからの活発な情報・意見交換

テーマ：「理論と実践の連携」

の場となるよう期待しております。

日時：

2012年8月2日(木)〜3日(金)の2 日間

場所：

カナダ

バンフ国立公園（アルバータ州)

CAJLE ウェブサイト<http://www.cajle.info> に、発表

バンフパークロッジ

論文投稿規定(2月20日締め切り)、プログラム(3月末予

リゾートホテル＆カンファレンスセンター

定)、参加申込、交通アクセス・宿泊に関する情報な
どを随時掲載していきますので、どうぞご覧ください。

基調講演には『なかま』の共著者でもいらっしゃる広
島大学畑佐由起子先生をお招きし、教師研修には在ア

世界遺産の雄大なカナディアン・ロッキーで皆様にお

ルバータ州教育省・国際交流基金日本語専門家である

目にかかれることを楽しみにしております。

平田好先生と在ジャパン・ファウンデーション・トロ
ント・アドバイサーのトウカー・高橋はる代先生によ

お 問 い 合 わ せ 先 ： CAJLE2012 年 度 大 会 実 行 委 員 会

る共同研修を予定しております。本大会のテーマは

(CAJLE2012@gmail.com)

「理論と実践の連携」とし、理論に基づいた日本語研

CAJLE 2012 年次大会 研究発表募集
研究発表は、日本語学、日本語教育、継承語教育

扱ったもの、特に大会テーマに沿った発表を歓迎い

などの理論的考察、実践報告、また教材開発などを

たします。発表言語は日本語・英語のどちらも可、
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発表時間は 20 分、質疑 10 分の計 30 分とします。な

者全員分を明記のこと）
5) 電子メールアドレス、電話番号、および郵便住

お、大会後に研究発表の中からジャーナル投稿にふ
さわしい論文を選抜し Journal CAJLE vol. 14 への投

所（代表者のみ）

稿のご案内をいたします(投稿論文は、査読審査の上、
大会発表申し込み先：rebecca.chau@ubc.ca (件名は

採否の決定を行います)。

"CAJLE 2012"でお願いします)
研究発表の申し込みは以下のものをメール添付

締切：2012 年 2 月 20 日(月)

(.doc/.docx)にて下記までお送りください。

必着

採否通知：2012 年 3 月 12 日(月)

1) 発表タイトル（日本語と英語）

共同発表も含めて発表者は当会会員に限り、発表は

2) 発表の要旨（日本語または英語 1 ページ）

一会員につき一題までとします。非会員の方には採

3) 発表者の氏名（日本語とローマ字；共同発表者

択通知時に入会手続きをお願いいたします。入会案

全員を明記のこと）

内は CAJLE ウエブサイト(http://www.cajle.info)をご

4) 所属機関および役職（日本語と英語；共同発表

覧ください。

CAJLE 2012 Annual Conference
Organizing Committee for the CAJLE 2012
Theme:

Bridging Between Theory and Practice

opportunities to actively share information and ideas in a

Dates:

August 2-3, 2012

variety of topics, and to discuss how the findings from

Venue:

Banff Park Lodge, Rocky National Park,

classroom teaching may be utilized in Japanese language

Alberta

research.

Co-organized by the Prince Takamado Japan Centre for

Information regarding the paper submission (deadline:

Teaching and Research at the University of Alberta, the

February 20, 2012), the conference program (available

2012 CAJLE Annual Conference will feature a keynote

around

lecture by Dr. Yukiko Hatasa of Hiroshima University, who

accommodation and transportation, will be made available

is one of the co-authors of NAKAMA. The teacher

at the CAJLE website (http://www.cajle.info).

the

end

of

March),

registration,

and

workshop will be given by Ms. Yoshimi Hirata, Japan
Foundation Japanese Language Specialist who is currently

We look forward to seeing you all at this magnificent

stationed at the Alberta Education, Edmonton, and Ms.

World-Heritage Site in the Canadian Rockies.

Haruyo Takahashi Taucar, Japanese Language Education
Advisor at the Japan Foundation, Toronto.

For further information and questions, please contact us at
cajle2012@gmail.com

We hope this conference will provide all participants with
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CALL FOR PAPERS: CAJLE 2012 Annual Conference

2) one-page abstract (in either Japanese or English),

Abstract Submission Deadline: Monday, February 20,

3) name(s) of the presenter(s) (in both Japanese and

2012
Notification of Acceptance:

English; list all co-presenters),

Monday, March 12, 2012

4) current affiliation and title (in Japanese and
We

invite

submission

of

abstracts

for

English; list each co-presenter’s information),

paper

presentations on topics including, but not limited to,
Japanese linguistics,

Japanese language

5) e-mail address, phone number, and mailing address

pedagogy,

(contact person only).

Japanese as a heritage language, as well as innovative

Individuals may submit only one proposal as presenters

teaching

the

or co-presenters. Presenters must be members of CAJLE

conference theme are especially welcome. The allocated

and non-members will be required to submit a

time for each paper is 30 minutes (20 minutes for

membership application upon notification of acceptance.

presentation

Membership information is available at:

techniques.

and

10

Submissions

minutes

for

related

to

questions

and

discussion). Presentations may be given in either

http://www.cajle.info

Japanese or English.
Selected presenters at the conference will be invited
Please e-mail submissions as an attachment

after the conference to submit their papers for article

in .doc/.docx (Microsoft Word) file format, with the

length publication in Volume 14 of the Journal CAJLE.

following information to: rebecca.chau@ubc.ca (please

Those submissions will undergo a separate reviewing

specify the subject line as “CAJLE 2012”).

process set by the standards of the journal.

1) paper title (in both Japanese and English),

特集記事 「各地の夏期集中コース」
高校などで日本語を勉強して入ってくる学習者が継続して取れる上級のコースがなくて困っている、ということはありません
か。あるいは、学習者から「夏休みに集中的に日本語を学びたい」と相談を受けることも多いのではないでしょうか。今号の
特集では「各地の夏期集中コース」を取り上げ、場所、期間、レベルなど様々な選択肢がある例として、日本から 4 校、アメリ
カからイマージョンプログラムを 1 校ご紹介します。各プログラムの責任者の先生方に情報をお寄せいただきました。（敬称
略）― 編集部
HIF, Hokkaido
PII, Ishikawa
1.

所在地とホームページ / Location and Program URL

2.

開講レベル / Levels Offered

3.

応募資格 / Application Qualification

4.

開催期間および応募締切 / Period of Course and Application Deadline

5.

紹介文 / Description of the Program

JCMU, Shiga

YAMASA, Aichi

Middlebury, VT, USA
(Oakland, CA, USA)
http://www.sekaichizu.jp/atlas/eastern_asia/country/map_p/p_japan.html
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Japanese Language and Japanese Culture Program, Hokkaido International Foundation (HIF)
財団法人

北海道国際交流センター

日本語・日本文化講座夏期セミナー

1

14-1 Motomachi, Hakodate Hokkaido, 040-0054 Japan

http://www.hif.or.jp/en/program/index.html

2

Intermediate-Low or above (2 classes), Intermediate-Mid or above (2 classes), Advanced-Low (1 class), and
Advanced-Mid or above (1 class)

3

a) Academic Background 学歴
Applicants should be enrolled at an institution of higher education in an undergraduate, graduate or postgraduate course.
Professionals or graduates with at least an undergraduate degree are invited to apply.
高等教育機関（大学、大学院）に属していること。あるいは、少なくとも学士号を取得している一般社会人で
あること。
b) Japanese Level 日本語のレベル
Applicants should have studied Japanese for at least one semester at any appropriate institutions, and have attained a
proficiency of higher than Novice-Mid as outlined in the ACTFL proficiency guidelines.
高等教育機関において少なくとも 1 セメスターの学習を終えているか、ACTFL プロフィシェイシーガイドラ
インの「初級—中」よりは上の能力を持っていること。
c) Non-academic Requirements 学業以外の条件
Applicants should have willingness to abide by the program's regulations. Also they should be able or willing to adapt to
new situations with social and cross-cultural sensitivity.
当プログラムの規約を遵守すること。また社会的にも新たな異文化環境に順応することが出来ること。
d) Commitment 誓約
Applicants should be able to participate in the program for the full duration and be committed to an intensive Japanese
language and Japanese culture study program.
プログラムの全期間在籍でき、また、日本語、日本文化集中プログラムに全身全霊打ち込めること。

4

Program duration ： June 7, 2012～August 4, 2012
Application deadline ：February 9, 2012

開催期間：2012 年 6 月 7 日〜8 月 4 日
応募締切：2012 年 2 月 9 日

5

本プログラムは「日本語を使って、いま、ここで、なにができるか」を問い、また、その能力の向上を目指す
プロフィシェンシーという考えに基づいて作られています。「教室」「ホームステイ」「地域社会」という 3
つの学習生活環境を柱に日本語を総合的に学習できるように 8 週間の集中講座がきめ細かく構成されていま
す。午前中は教室での日本語学習、午後は函館市民との交わりによる日本の文化やスポーツ等の体験学習、さ
らにホームステイにおける生活体験がアメリカ等海外の日本語教育では経験できない貴重な学習を可能にし
ています。また、これらの活動はそれぞれが独立しているのではなく、学生個人個人の目的意識と日本語能力
レベルを軸に全てが有機的に結びつけられています。例えば、豆腐の好きな日本語学習者が教室で日本の食文
化に関わる読み物を学習、さらに地元の豆腐屋さんを定期的に訪問し実際に豆腐作りを試み、また、ホームス
テイ先ではおいしい豆腐料理も作ってみるという総合学習がその一例です。本プログラムは日本、そして、函
館でしか学べない日本語、日本文化を体験してもらい、長期的な日本語学習の大切な基盤作りを可能にするも
のです。（鎌田修・南山大学）
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Princeton-in-Ishikawa (PII)
1

石川県金沢市本町 1−5−3

2

日本語 2 年生と 3 年生に相当するレベル

3

アメリカの大学で学部生もしくは大学院生として在籍中の学生で日本語と日本文化に強い関心を持っている

リファーレ 3 階

www.princeton.edu/~pii

者。ただし、中心は学部生。
4

2012 年 6 月 2 日から 7 月 28 日までの 8 週間。

応募締切：2012 年 2 月 15 日

5

PII は石川県国際交流協会の多大な援助のもとに 1991 年の夏から始まった夏期日本語及び日本文化の集中講
座です。アメリカとカナダの大学からの応募者から選りすぐられた約 50 名の学生が 2 か月の間ホームステイ
をしながら日常の日本を体験し、午前中は 2 年生か 2 年生の日本語を集中的に学習し、午後はさまざまな文
化体験（兼六園の見学、茶道体験、和菓子づくりの体験、陶芸体験、禅寺での座禅体験、など）を通して文化
を学びます。ハイライトとしては日本一の旅館「加賀屋」一泊を含む能登旅行も入っています。

PII に参加した学生は PII 終了後プリンストン大学から 1 年分の日本語の単位が出ますから、帰国後、自分
の大学で一つ上のレベルの日本語を取ることができます。毎年、前の年の優秀な学生の中から 3 名ぐらいが渡
航費，滞在費つきのインターン生に選ばれ、翌年インターンとして 2 か月、ホームステイをしながら、金沢市
にあるテレビ放送局、新聞社、銀行などで日本語を使って仕事をします。来夏は PII の 20 回目の年に当たり、
7 月 6 日と 7 日に記念行事が行われる予定です。この紹介文を読んでくださった日本語の先生方、ぜひカナダ
の日本語学生さんにご推薦ください。詳細はウエブサイトをご覧ください。（牧野成一・プリンストン大学）

YAMASA 言語文化学院
1

愛知県岡崎市羽根東町 1-2-1

2

初級者から上級者まで

3

18 歳以上、高卒以上で日本に滞在可能なビザをお持ちの方

4

[夏期]

http://www.yamasa.org

アカデミックプログラム - 6 ヶ月以上（就学生ビザ）/3 ヶ月以内（短期滞在ビザ）
AIJP コース(Academic Intensive Japanese Program)
AJSP コース（Advance Japanese Studies Program）
Acceleration Program

6 週間～

University Japanese Program 7 週間・9 週間
Japanese for Business & Professional Purposes

2 週間～

生涯学習プログラム - 3 ヶ月以内（短期滞在ビザ）
Short Intensive Language Acquisition Courses
Japanese Language & Culture Program
5

2 週間～

2 週間

YAMASA は 30 カ国以上の国から学生が集まっている日本でも珍しい日本語学校です。また、コースも長期の
進学コースから短期のコースまで幅広くあるので、学生のニーズに応えられるコースがきっと見つかります。
さらに学生の日本語会話力アップに最適なホームステイも充実しています。敷地内には、カフェやスポーツ施
設、和室も完備されており、日本の文化にも触れることが出来ます。また学校近隣には、駅・スーパー・病院・
大型ショッピングモールがあり、便利な生活をお約束します。
（谷山慎一・YAMASA）
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Japan Center for Michigan Universities (JCMU)
ミシガン州立大学連合日本センター
1

Hikone City, Shiga Prefecture, Japan.

www.jcmu.isp.msu.edu

2

1st - 4th year Japanese

3

Students from any higher education institution are welcome to apply. All applicants must have completed one year (two
academic semesters) of college-level coursework and have a 2.5 minimum cumulative grade point average (on the 4.0
scale).

4

Summer Language & Culture: First week in June to the first full week in August

(Application Deadline: 2nd Friday in

February)
Summer Internship: Early May to the end of July
5

(Application Deadline: 1st Friday in March)

The Japan Center for Michigan Universities (JCMU) was established in 1989 as a consortium of the fifteen public
universities in Michigan. JCMU offers language and culture programs as well as professionally focused Career/Culture
Hybrid Programs in environmental science, health care and hospitality business and tourism. Students from across the
globe, including participants from Canadian colleges and universities are welcome to apply.
JCMU’s Summer Intensive Language and Culture Program presents beginning through advanced language training
that is equivalent to a full year of academic coursework condensed into a 9-week format. Language study is
complemented by cultural activities, field trips and homestay opportunities.
The Summer Internship Program is a 12-week program designed for upper-level language students who wish to
gain substantive professional experiences in Japan. The program combines language instruction with full-time
internships in the Kansai region. Internship placements are based on the student’s area of interest.

(Kate Simon,

JCMU)

The Japanese School, Middlebury College, Vermont, USA
1

Sunderland Language Center, Middlebury, VT 05753, USA

http://www.middlebury.edu/ls/japanese

(IMPORTANT: In the summer of 2012, The Japanese School will be held on the campus of Mills College in
Oakland, CA)
2

Five levels from first-year level to fifth-year level

3

College students and older (Incoming freshmen are eligible)

4

June 15, 2012 – August 10, 2012
There is no set deadline, but early applications are strongly encouraged.
We typically stop accepting applications in March.
(The deadline for Katherine Davis Scholarship is usually the end of January.)

5

ミドルベリー大学夏期日本語学校は 1968 年以来、毎夏開校されている八週間のトータル・イマージョン・プ
ログラムです。学生は「ランゲージプレッジ」という誓約書にサインし、開催中の授業・生活は基本的にすべ
て日本語で行われます。カリキュラムは午前中四時間が授業、午後は日本語の使用を促す目的で各種クラブ活
動が用意されています（茶道、書道、カラオケ、サッカー、バレーボールなど）。週末は、映画、運動会、落

11

CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 43 号

語会、夏祭り、学芸会など様々なイベントが行われます。また、日本研究や日本語を専門にしている研究者の
講演も行っています。2006 年からはプロの落語家と紙切り師を一週間日本から招聘し、
「落語ウィーク」を行
っています。言語のカリキュラムは基本的に一年分の学習量を基本に、
「日本へ行くより日本語が上手になり、
日本では出来ない体験をさせること」を目標にしています。日本語のコースの他に、日本語の現職教師、大学
院生のために三週間の IT トレーニングのコースがあります。どちらのコースに対しても奨学金が用意されて
いるので、是非奨学金にも応募してください。（畑佐一味・Purdue University）

部会・教師会情報
この欄では CAJLE の地域支部会の活動報告のみでなく、カナダ各地の日本語教師会、CAJLE と関わりのある日本語教育
関係の団体などの活動を紹介して、日本語教師間のネットワーク形成を促進する一助としたいと考えています。今号では、
カナダ国内の日本語教師会として南アルバータ日本語教師会をご紹介します。― 編集部

CAJLE オンタリオ部会 活動報告
オンタリオ部会 有森 丈太郎
オンタリオ部会、ジャパン・ファウンデーション・

生、新納道枝先生に高校のコースについてご紹介い

トロント共催の「日本語学習を継続させる」シリー

ただきました。一口に高校や大学と言っても、その

ズも今年の 12 月で丸 2 年になります。この情報交換

プログラムの内容はさまざまで、会を重ねるごとに

会では、トロントとその周辺地域の日本語教育機関

この地区の日本語教育の多様性を実感させられると

の教師が集まり、毎回 1、2 校の教師がプログラム、

同時に、教師間のネットワークが広がり、日本語教

コースについての紹介を行うほか、継続学習の支援

育のアーティキュレーション（連携、連続性）の素

や日本語教育の現状などについての意見交換を行っ

地ができつつあるのを感じます。第 8 回目となる次

ています。前回のニュースレター（No. 42）では第 5

回は 12 月 10 日（土）にジャパン・ファウンデーシ

回までの報告をしましたが、
その後も 6 月と 10 月と、

ョン・トロントにて開催します。トロント大学のプ

現在までに通算 7 回開催しています。6 月の会では

ログラム・コース紹介の他、この地域で見られる日

トロント日本語学校上級クラスの高橋亨先生にさま

本語学習者数の減少についての意見交換を予定して

ざまな教材とその使い方を紹介いただき、さらにこ

います。年の瀬でもある今回は、終了後に忘年会を

れまでの「継続」シリーズの活動を振り返って、今

兼ねた懇親会も企画していますので、ぜひ多くの先

後に役立てるべく意見交換を行いました。10 月の会

生方にご参加いただき、いつもとはまた違った交流

では York Catholic District School Board、St. Robert

を楽しんでいただければと思っています。

Catholic High School の Eunice Yu 先生、掛川美恵子先
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J-GAP カナダ 活動報告
J-GAP 有森 丈太郎
J-GAP（中等・高等教育における日本語教育のア

の環境作りに取り組んでいます。具体的には学校教

ーティキュレーション確立のプロジェクト）は、昨

育以外の学習者の割合が多いという地域の特徴を考

年 8 月に台湾の国立政治大学で開催された ICJLE
（世

慮し、高校、大学に加え、民間も含めた教師の勉強

界日本語教育大会）2010 における日本語教育グロー

会を立ち上げ、これまで「継続」で発表の際の配布

バルネットワークのシンポジウムをきっかけに立ち

資料として使用してきた「プログラム・コース情報

上がりました。今年 8 月に中国の天津外国語大学で

記入表」を情報共有媒体として活用できるように改

行われた ICJLE2011 では、プロジェクト参加国によ

訂を行っています。今後、共有情報の一つとなる各

るパネルディスカッションが行われ、カナダ、アメ

プログラム・コースの到達目標を JF 日本語教育スタ

リカ、ヨーロッパ、韓国、香港、そして日本の代表

ンダード、みんなの Can-do サイトなどを参考に、共

者が各国の活動報告を行いました。カナダでは

通の尺度で表記し、まとめた情報を CAJLE のウェブ

CAJLE がこの J-GAP に参加しており、モデル地区と

サイト上で共有することを検討しています。これに

なっているトロントとその近郊において、オンタリ

より、教師がどこにどのような日本語プログラムが

オ部会の「日本語学習を継続させる」シリーズの活

あるのかが把握でき、学習者へのアドバイスなど、

動と連動させた活動をしています。アーティキュレ

継続学習の支援に役立てることが可能になります。

ーションの確立（プログラム・コース間に連続性を

J-GAP カナダをはじめ、その他各国の活動状況につ

持たせ、円滑な継続学習を実現する）には各機関の

いては J-GAP Wiki（http://j-gap.wikispaces.com/）で見

日本語プログラム・コースの内容や到達目標を明ら

ることができます。

かにして共有することが不可欠だと考え、そのため

南アルバータ日本語教師会
会長

内田 信子

カルガリー市はバンフ、レイクルイーズなどのロ

語、継承語を教える教師によって構成されている。

ッキー山脈の観光地に程近く、ボー川とエルボー川

日本語学校、補習校、大学で教鞭をとっている教師

の 2 つの川が流れ、また石油会社のビルがダウンタ

25 名ほどの会である。

ウンに林立している風光明媚な町である。ここで、

年間活動としては、年に 1-2 回、講師を招いての

主にカルガリー、レスブリッジ在住の教師が集まり、

研修会を実施している。昨年度は第 1 回を 10 月に、

南アルバータ日本語教師会が開催される。

成人教育を担当している教師と補習校の教師による

会の趣旨は南アルバータ地区で日本語を外国語・

授業アイディアの紹介をして意見交換を行った。2

継承語として教える教師達が、講師を招いてセミナ

回目は 3 月に、国際交流基金派遣（在アルバータ教

ー等を開き、意見交換しあい、教師としての資質を

育省）日本語教育アドバイザーの永富氏によるワー

向上することである。

クショップ（
「～できる」視点でとらえる日本語運用

会員は、幼児教育から大学・成人教育までの日本

能力）を開催した。出席者から有意義なセミナーで、
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大変参考になったという意見が多数寄せられた。

琢磨しあい、また情報交換できる貴重な場であるの

JICA からの助成金は年々減っているが、会員構成

で、この会が継続されることを願っている。

でも述べたように、様々な教育機関の教師達が切磋

学会・研修会情報
グローバルネットワーク代表者会議のご報告
副会長 小室リー 郁子
CAJLE は、2008 年世界の 8 つの国・地域からなる

がありました。

日本語教育グローバルネットワークによってカナダ

2.

を代表する団体として認められ、以後加盟団体とし

されました。この大会は日本語教育学会とグローバ

て活動を続けています。2011 年 8 月 20 日（土）か

ルネットワークとの共催で行われます。会場は名古

ら 21 日（日）にかけて中国天津で日本語教育国際研

屋、期間は 2012 年 8 月 17 日（金）より 20 日（月）

究大会が開催されましたが、その開催中に行われた

が 予 定 さ れ て い ま す 。 す で に

代表者会議において協議・決定がなされた事項につ

（http://www.nkg.or.jp/icjle2012/index.html）が開設さ

きまして、二点ご報告いたします。

れていますので、発表・参加申込期限等はそちらを

1.

グローバルネットワークは、東日本大震災に関

次回日本語教育国際大会についての詳細が発表

HP

ご覧ください。会員の皆様には、グローバルネット

する共同声明文を日本国内において発表致しました。

ワークへの加盟団体として、カナダ各地域・方面へ

http://www.nkg.or.jp/global/shinsai_GNkyodoseimei.pdf

の 積 極 的 な 広 報 （ ポ ス タ ー ：

同時に日本の代表機関から、加盟国においては、震

http://www.nkg.or.jp/icjle2012/common/pdf/tirashi-color.

災後日本への不安を拭いきれない海外の学習者たち

pdf）をお願い申し上げます。

への精神面でのサポートをお願いしたいと強い要望

2012 AATJ Annual Spring Conference のお知らせ

當作 靖彦（AATJ 次期共同会長, University of California, San Diego）

アメリカの日本語教育関係の団体 ATJ (Association

新しい AATJ としての最初の春季大会は AAS

of Teachers of Japanese)と NCJLT (National Council of

(Association of Asian Studies) の会期中の 2012 年 3 月

Japanese Language Teaching)は１つになり、2012 年 1

15 日木曜日、トロントのシェラトンセンターホテル

月 1 日から AATJ (American Association of Teachers of

とトロント大学を会場にして開催の予定です。プロ

Japanese)として発足します。これにより、幼稚園か

グラム等は http://www.aatj.org/ に掲載の予定です。

ら大学までの日本語教育関係者を１つにした学会と

また、AATJ がスポンサーとなる AAS のパネルセ

なります。２つの団体の活動は新しい学会にそのま

ッションも会期中に開催されます。世界の 9 つの日

ま引き継がれ、総会は、春と秋の 1 年に 2 回開かれ

本語教師会の集まりである日本語教育グローバルネ

ます。

ットワーク(http://www.nkg.or.jp/menu-global/ )では現

14

CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 43 号

在世界各国で日本語教育のアーティキュレーション

キュレーション達成を目指しています。このパネル

達 成 の た め の プ ロ ジ ェ ク ト 、 J-GAP (Global

セッションでは、アメリカから大学と高校の代表 1

Articulation Project in Japanese Language Education)を

人ずつ、カナダからトロント大学の有森丈太郎先生

実施しています。アメリカではバージニア州で、カ

がパネリストとして活動状況を報告する予定です。

ナダではトロント地区を中心に活動して、アーティ

学校紹介
日本語教師として他の学校がどんな様子なのかということに関心をお持ちの方は多いかと思います。しかし、学
会や研修会などの場以外ではなかなかそのような情報を交換できる場はありません。この「学校紹介」ではカナ
ダ各地の様々なレベルの教育機関の先生方に現場の様子を紹介していただき、読者の皆様と共有する場としたい
と考えています。今号では、アルバータ州 Grant MacEwan 大学の日本語プログラム発足と拡大の歩みに触れてい
ただきます。

アルバータ州 Grant MacEwan University
大堀 恭子
Grant MacEwan University は 1971 年にアルバータ

週間に 4 時間でしたが、現在は日本に研修に行く学

州 エ ド モ ン ト ン 市 に Grant MacEwan Community

生に向けて、より良い準備をするため、一週間に 5

College として設立され、その後 1998 年に総合大学

時間、二年で初級日本語を終えるプログラムとなっ

編入プログラムが始まり、1999 年に大学名を Grant

ています。2009 年に開始された国際経営学の学位の

MacEwan College と改めました。そして、2004 年に

プログラムには、必修選択科目に外国語（フランス

は学士を認可する機関となり、2009 年にその名を

語、スペイン語、ドイツ語、中国語、日本語）が入

Grant MacEwan University と改めました。このような

り、名古屋の大学との交換留学も始まりました。現

経緯を経て、 アルバータ州の 6 番目の University と

在では日本語を履修する学生はかなり増え、約 90

なりました。市内に 4 つのキャンパスがあり、学位

名の学生が毎年秋学期に日本語を始めます。その中

や diploma 等多種多様のプログラムが 60 以上ありま

には多くの留学生が含まれています。以前は香港か

す。総学生数はパートタイムの学生を合わせると約

らの留学生が多かったのですが、現在では圧倒的に

43,000 名で、そのうち留学生は約 1000 名です。

中国本土からの留学生が多くなっています。

日本語の単位のクラスは 1996 年にアジア太平洋

日本経済が低迷する昨今にもかかわらず、日本や

経営学の diploma プログラムの必修選択科目（中国

日本文化への学生の興味は根強く、また、本学に日

語又は日本語）として始まりました。プログラムが

本語があることもかなり知られる様になり、細々と

始まった当初の日本語の学生数はとても少なく、二

始まったプログラムも今や waiting list ができるまで

年目のクラスは二人で、一人が休めば、一対一の授

になり、非常に喜ばしい限りです。

業になるという寂しいものでした。当時、授業は一
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リレー随筆
シャドーイングで変身
ハウ 博美（トロント日本語学校、トロント大学生涯教育）
今回ヨーク大学の矢吹先生からリレー随筆のお話

彼女の話す日本語ではなく、ボディーランゲージに

をいただいた時に、実は随筆のテーマまでご指名い

微妙な変化があるのを発見した。更に、普段の A さ

ただいた。それが“シャドーイングの裏話のような

んの様子を観察してみると、A さんが近寄ってくる

もの”というお話だった。シャドーイングは私がこ

時の体の角度、「あっ、ハウさん、こんにちは。」と

こ数年、担当クラスやワークショップを通して研究

言って、私の前に立つ時の体の角度がやはりちがう。

をしている課題だ。特に私が一番興味を持っている

ちょっと斜めで、微妙に体、首を曲げている。首振

のは、映画やドラマの映像を見ながらシャドーイン

りがある。シャドーイングモデルの影響だ。以前は、

グするというものである。

日本語を話す時に、相手やカメラに対して真正面に

2008 年 12 月、大阪大学で大学院の留学生 6 人を

立ち、首振りやあいづちなどほとんどなかった。話

対象に、約 12 週間にわたる実験を行った。使用し

しかける時の間合いや会話におけるターンの取り方

たのは映画『Shall we ダンス？』の 2 シーンで、合

も性急だった。A さんは一見プライドが高く、クー

計約 3 分に満たないものである。この被験者の一人

ルな性格であるように見受けられた。これらの非言

にイタリア人留学生 A さんがいた。日本語能力検定

語行動が本人特有の性格や習慣なのか、文化的な背

試験 2 級合格（2004 年）
、日本在住歴 3 年、OPI 判

景から身についたものなのか、なんとも判断できな

定は上級―中（実験開始直前）という女性だ。彼女

かったが、日本人から見ると、断定的で取り付く島

が話す日本語は母語であるイタリア語の影響がアク

がないような、冷たい印象を受けがちである。

セント、イントネーションに強く出ていて、本人も

このような非言語行動の変化は相手に与える心理

それを気にしていたので、シャドーイングにはかな

的効果に大いに影響する。私自身、自分のコミュニ

り期待していたらしい。ところが、第 2 週目の終わ

ケーション能力の足りなさを感じていたところでも

り頃から、
「シャドーイングに使用しているスクリプ

あり、もう少し話しやすい雰囲気が身に付けられな

トの日本語が簡単すぎる。直ぐに覚えてしまうので

いものかと、シャドーイングを活用してみることを

面白くない。
」と不満を訴えるようになり、見るから

考えていたところだった。モデルを誰にしたら良い

にモチベーションが低下していった。
（これはシャド

か周りの日本語の先生方に聞いてみたところ、
「吉永

ーイングの理論を理解していない不当な不満だが）

小百合はどうですか。
」と提案された。なるほどと納

実際、3 ヶ月後の A さんのシャドーイング内容を分

得したのは、実は私は学生たちから天海祐希に似て

析しても、発音・アクセント・イントネーション等

いると言われたことがあるからだ。さばさばした話

の音韻的な日本語能力にほとんど変化はなかった。

し方や雰囲気が似ているらしいのだ（天海祐希のフ

それが、シャドーイング実験後半くらいから、A

ァンの方、ゴメンナサイ）。それで、吉永小百合の柔

さんの日本語の何かが変ってきた。以前よりナイス

らかさやしっとりさがあれば・・・!?

な印象なのだ。それは録画モニター前後に顔を合わ

的にはもう少し若くて今風な人をモデルにしてみた

せる時の、なにげない挨拶やおしゃべりの時に感じ

い（吉永小百合のファンの方、ごめんなさい）。雰囲

たものだった。改めてビデオ録画を見直してみると、

気に若々しさもほしいという欲張りな変身願望のせ
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いで、自己改善の試みは現在も理想のモデル探索中

を研究なさっているプリンストン大学の柴田智子先

である。もしこれはという女優さんの役柄があれば、

生にお願いした。柴田先生とは好みのイケメンタイ

是非ご教示お願いしたい。

プも同じで、CAJLE の大会でお会いした時から運
命的な繋がりを感じている。どんなお話を書いてく

さて、次のリレー随筆は、やはりシャドーイング

ださるのかとても楽しみにしている。

執筆者のプロフィール -京都市出身、立命館大学卒業。大阪大学大学院研究生（2007）の時に、大阪大学シャドー
イング研究会を立ち上げる。現在、トロント日本語学校成人クラス、トロント大学生涯教育の日本語コースで教
えている。

書籍紹介
今回は 2011 年 CAJLE 年次大会における基調講演ならびにワークショップをお願いした先生方のご著書・ご編著
書をご紹介いたします。大会時には直接展示することが叶いませんでしたが、ご希望の方はブックフェアを開催
した Nihongo Circle（担当 杉本氏：ysugi@sympatico.ca）までどうぞお問い合わせください。
（日本の出版物のお取
り寄せ、またカナダ国内への郵送のみとなります旨ご了承ください。
）―

●『コミュニケーションのための日本語教育文法』
野田尚史編

編集部

まな示唆を与える内容。

くろしお出版（2005）
―バイリンガ

日本語学に沿った既存の文法ではなく、学習者にと

●『アメリカで育つ日本の子供たち

って必要な「日本語教育文法」とは何かを問う、問

ルの光と影―』 佐藤郡衛・片岡裕子編著

題提起の著。

（2008）

明石書店

グローバル化に伴い、近年ますます多様化する「文
●『日本語学習者の文法習得』野田尚史・迫田久美

化間移動」する子供たち。彼らを取り巻く教育政策

子・渋谷勝己・小林典子著

や言語教育、アイデンティティ形成などを考証考察

大修館書店（2001）

日本語学習者がどのように文法を習得していくのか、

し、彼らをどう支えていくべきか、これからの教育

そのメカニズムを追う。日本語教育の現場にさまざ

のあり方を論じている。

CAJLE 掲示板
CAJLE 2011 年次総会議事録
書記

ウッド 弘枝

日時：2011 年 8 月 5 日（金） 5:00-6:00 p.m.
場所：Room CK 185, Center for Kinesiology, Health & sport, University of Regina, SK
開票：会員実数 79 名のうち総会出席者 20 名、委任状 12 名分。合計 32 名で会員実数の 10%を満たすことにより、総
会が成立した。
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1. 総会成立宣言： ウッド弘枝（書記)
2. 会長挨拶：

大江都

3. 会長による議長選出：

大江会長より下條氏が議長に指名された

4. 議事進行：

下條氏により下記の議題が進められた

5. 2010 年度 年次大会及び総会の報告を含め書記の報告 (ウッド弘枝)
2010 年度の年次大会は、BC 州のブリティッシュ･コロンビア大学で 8 月 13 日から 15 日まで、国際交流基金、ブリテ
ィッシュ･コロンビア大学文学部、アジア研究学科などの諸機関の援助とご支援のもと開催された。本大会は、大会テ
ーマを「日本語教育の新たな可能性：言語・コンテンツ・文化の統合」とし、カナダ国内、日本、アメリカ、中国、香
港、台湾などから延べ 270 人あまりの参加者数を記録し CAJLE 年次大会としては最大規模の大会となった。
8 月 13 日に行われた 2010 年度の総会では、各部署のチーフより年間の活動報告と 2011 年度の活動予定が報告され、
オンタリオ部会からは活発な年間活動が報告された。また、2010 年度は理事改選の年に当たり、大江会長より 5 名の
辞任理事が発表・紹介され、同時に 4 名の新理事が紹介発表され、2011-2012 年度の理事は合計 14 名に確定した。
辞任理事：西島美智子氏、杉本陽子氏、高崎麻由氏、室屋春光氏、ハウ博美氏
新理事：下野香織氏、柴田智子氏、白川理恵氏、永富あゆみ氏
6.

各部署における 2010-2011 年の活動、及び 2011 年度 (2011-2012 年) 活動予定報告


広報 (青木恵子)
1. 2010 年 12 月と 2011 年 6 月にニュースレター41 号、42 号を発行した。
2. 今まで外部とのやりとりは会計を通じて広報に連絡が来るようになっていたが、効率化を図るため
cajle.pr@gmail.com でメールアドレスを作り、外部との窓口を一本化した。
3. 外部から広報へ情報提供があった場合、その内容を会員への配信に適切かどうか広報部で検討した上で、メ
ール配信を行うことにした。メール配信した情報はウェブにも掲載することにした。
4. CAJLE ウェブサイトに掲示板 Bulletin Board を新設し、地域でのイベント、勉強会などの情報を掲載するこ
とにした。今後内容の拡充を図りたい。

 開発企画 (下野香織)
2010 年度活動報告：2010 年度の開発企画グループは、会員の増加と確保を目標として活動を行った。具体的に
は、(1) 大会参加費や大会出店費などについての指針を定め、(2) カナダ内日系企業を対象の中心とし「旅費援
助プログラム」設立のための募金活動計画をたてた。後者については、残念ながら、3 月の震災の影響で、今年
度大会に向けての募金活動はあきらめざるをえなかったが、この計画内容は 2011 年度に実行する予定。
2011 年度活動予定：旅費援助プログラムの設立に向け、カナダ内日系企業を対象に募金活動を行う。同時に、
他の部署とも協力して、会員特典の明確化と向上を目指した活動を行う。
 発表企画 (チャウ・レベッカ)
研究発表募集：昨年 11 月から今年 3 月にかけて、CAJLE ホームページ、会員メーリングリスト及びニュースレ
ターを始め、各種媒体で研究発表を募集した。
応募状況と選考：4 月 7 日第 1 次締め切り（東北大震災の影響か 18 名応募）、4 月 8 日締め切りの延期を通知、
4 月 17 日第 2 次締め切り（合計 25 名応募）、5 月 7 日（22 名採用で、2 会場同時進行・4 研究発表セクション)
選考：国別の採用者数／応募者数は、日本（7/ 8）、米国（7 / 8）、カナダ（4 / 5）、香港（3 / 3）、台湾（1 / 1）
2012 年の予定：2011 年のタイムラインと選考方法に沿って来年度も同じように研究発表募集・選考などを行う
予定。


ジャーナル編集 (下條光明)
 今年度の委員会は前年度からの有森、下條、チャウの 3 名に加えて柴田、下野の 2 名が新たに編集委員会に
加わり 5 名での編集活動となった。
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 新規編集委員の柴田、下野、両氏にも積極的に査読審査手配に参加してもらった。
 2011 年発行の 12 号は新規応募論文が 11 本（うち採用が 4 本）
，11 号からの持ち越し審査分（再査読）が 3
本（うち採用 2 本）
、11 号からの持越し採用分が 1 本（昨年すでに採用決定済みだったが校正が間に合わなか
ったもの）であった。
 12 号の査読協力者（持ち越し審査，採用分を含む）は、ジャーナル査読委員 5 名を含む 28 名で、投稿論文 1
本につき外部査読者 2 名による匿名査読を行った。
 以上 12 号掲載論文は、合計 6 本のうち大会発表論文に基づくものが 5 本（うち昨年の大会のものが 3 本）
。
 昨年のバンクーバー大会の招聘講師による寄稿は近松、牧野、渡辺の 3 本であった。
 次号 13 号もこれまで同様に大会講師による寄稿、および投稿論文の審査をへて掲載するものとする。
 今後もジャーナルの質、知名度向上を目指す。
検討項目：ジャーナルのオンライン化について検討。ジャーナルのオープンアクセスの是非、及びオンライン化
の具体的方法の検討を含む。
7. 各部会における 2010 年度の活動、及び 2011 年度の活動予定の報告




オンタリオ部会 (有森丈太郎) ＜2010年7月～2011年6月＞
部会メンバー：部会活動により多様な意見を反映させられるよう、高校で日本語を教えている二人の新メンバー
（非理事）を加え合計 9 名が現在のメンバーとなった。
活動報告：講演会（CAJLE オンタリオ部会主催、ジャパン・ファウンデーション・トロント協力）2010 年 8 月 6
日（金）
、
「継続」シリーズ（CAJLE オンタリオ部会、ジャパン・ファウンデーション・トロント共催）部会では
「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）
」と題したトロントとその周辺地区の日本語教師の会合
を 2009 年 12 月から行っており、昨年の 7 月以降、4 回の会合を持った。
（J-GAP との関連については、J-GAP の
報告を参照）
活動予定（2011 年 7 月～2012 年 6 月）
：10 月と 2 月、4～6 月の間に 1 回と、計 3 回「継続」シリーズを行う予定
である。これまでの発表は大学と高校が中心となっているので、今後は生涯教育、継承語教育の教師にも発表を
依頼したいと考えている。また J-GAP の活動として「継続」シリーズで使用している機関・コース情報記入表を
情報共有のリソースとして活用するために改訂する作業を行い、その成果を順次反映させていく。
アトランティック部会 (大江都 )

地区日本語弁論大会の開催と日本語を教えるためのワークショップを行う計画がある。
8. 2010 年度会計報告及び 2011－2012 年予算案(前理事の高崎麻由氏報告)
2010-2011 年度会計報告(2011 年 5 月現在)：総会全員一致で承認された。詳細は CAJLE Financial Statement May 31, 2011
(20 ページ) を参照。
2011-2012 予算案に関しては、総会で承認に至らなかったため、後日修正案を作成することとなった。
9. ICJLE (International Conference on Japanese Language Education) (有森丈太郎)
8 月の ICJLE World Conference（中国天津）において小室リー氏が CAJLE 代表で活動報告を行った。
10. CASLT (The Canadian Association of Second Language Teachers) (大江都、小室リー)
CASLT Annual General Meeting （2010 年 9 月ウィニペグ）に CAJLE 会長の大江氏が招かれ CAJLE と CASLT の提携
に関する正式調印が行われた。
2011 年 4 月にモントリオールで開催された Languages Without Borders National Conference
for Second Language Educators 2011 では、小室リー氏が CAJLE 活動内容やカナダにおける CAJLE の役割について発表
と日本語ワークショップを行った。

11. 閉会の辞 (大江都)
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Canadian Association for Japanese Language Education
Statement of Revenue and Expenditures and General Operating Fund
For the year ended May 31, 2011

2011
$

2010
$

Revenue
Grants and workshops
Grants from government agencies and other
Workshop participants' fees and other

9,716
11,871

3,100
5,060

Membership fees
Donations
Subsidy
Others

21,587
4,580
682
16,450
378

8,160
5,646
544
0
810

43,677

15,160

29,284
13,358
900

10,421
5,409
900

43,542

16,730

135

-1,570

General operating fund - beginning of the year

28,195

29,765

General operating fund - end of the year

28,330

28,195

Expenditures
Workshop (Schedule)
General and administrative
Professional fees

Net (loss) income for the year
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2010 年度年史 主な活動と内容（2010 年 6 月～2011 年 5 月）
書記 ウッド 弘枝
2010 年
6月

ニュースレター40 号発行

7 月 31 日8月1日

有森氏が CAJLE の代表（カナダ代表）として国立政治大学（台湾台北市）で開催された ICJLE2010
（日本語教育グローバルネットワーク代表者会議）に出席。

8月

ジャーナル 11 号発行

8 月 12 日

大会前理事会 (UBC, Institute of Asian Research, C.K. Choi Building Rm. 129)

8 月 13-15 日

CAJLE2010 年度年次大会（University of British Columbia）後援：国際交流基金、ブリティッシュ･コロ
ンビア大学文学部、アジア研究学科及び、在バンクーバー日本国総領事館
テーマ：
「日本語教育の新たな可能性：言語・コンテンツ・文化の統合」

8 月 16 日

基調講演:牧野成一（プリンストン大学）
、 教師研修 I：砂川有里子（筑波大学）
、教師研修 II：近松
暢子（ディポール大学）
、教師研修 III:久保田竜子（UBC）
、Workshop IV(in English)：Patricia Duff、
教師研修 V：渡辺素和子（ポートランド州立大学）
、Roundtable Discussion (in English)：Stefania Burk,
Christina Laffin, Joshua Mostow, Sharalyn Orbaugh (UBC)、パネル･ディスカッション：牧野成一、砂川
有里子、近松暢子、久保田竜子、渡辺素和子、永富あゆみ（JF, アルバータ教育省）
、研究論文発表（36
名）
-2010 年度年次総会（UBC, Asian Center Auditorium）
-懇親夕食会（Kirin Restaurant, Vancouver）

8月

大会後理事会 (UBC, Institute of Asian Research, C.K. Choi Building Rm. 129)

9 月- 2011

9月

オンタリオ部会報告：
-講演会（CAJLE オンタリオ部会主催、ジャパン・ファウンデーション・トロント協力）を開催
-「継続」シリーズ（CAJLE オンタリオ部会、ジャパン・ファウンデーション・トロント共催）で「日
本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）
」と題し、トロントとその周辺地区の日本語教
師の会合を開催。

10 月

ウィニペグで開催された CASLT(Canadian Association of Second language Teachers)の総会に CAJLE の
大江会長が招待され提携団体の正式調印が行われた。

12 月

CAJLE2011 年次大会がレジャイナ大学にて開催されることが正式決定
ニュースレター41 号発行

1 月 6-9 日

4月

2011 年
J-GAP（日本語教育グローバル・アーティキュレーション・プロジェクト）に有森氏とハウ氏(元理
事)が浦和の JF 日本語国際センターでの会議・研修に参加。
CAJLE 代表としてモントリオールで開催された Languages Without Borders National Conference for
Second Language Educators 2011 に小室リー氏が出席。発表と日本語ワークショップを行う。
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国際交流基金コーナー
カナダの国際交流基金（JF）には二名の日本語教育専門家がいます。アルバータ州教育省派遣専門家は同州初中等教
育における日本語教育支援活動に加え、西部を中心とした研修や調査を担当し、 ジャパン・ファウンデーション・ト
ロント拠点付き専門家は同拠点が企画実施する教師向け及び学習者向け事業及び東部を中心とした日本語事業への支
援協力活動を担当しています。
平田
国際交流基金とアルバータ州教育省との合意書に
基づき、日本語教育アドバイザーが派遣されるよう
になって 10 年余り経ちましたが、5 代目として本年
5 月 25 日に着任しました。どうぞ宜しくお願いいた
します。JF 専門家としては、ベトナム、ラオスそれ
ぞれの日本センター（JF 及び国際協力機構 JICA に
よる市場経済移行国支援プロジェクト）で初代アド
バイザーを務めてきました。カナダに着任する直前
は、日本で海外技術者研修協会 AOTS 日本語教育セ
ンターが受託した厚生労働省案件（経済連携協定に
よる外国人介護福祉士候補者フォローアップ事業）
に携わっていました。
北米での仕事は初めてですが、海外の日本語教育
における課題にはある程度の共通性があると思いま

よしみ

好 （アルバータ州教育省派遣専門家）

す。インターネットが普及した今、課題解決のため
にカナダ国内だけでなく世界中で蓄積された情報を
使えるようになりました。その一環として、毎月 1
回、スカイプ茶話会を開催しています。これまでに、
継承語教育機関の先生から「中等教育と高等教育の
連携」、高等教育機関の先生から「E-tandem learning」、
JF マニラから「自律性を育む評価」、JF シドニーか
ら「Interactive White Board 教材」等の話題を提供し
て頂きました。茶話会をきっかけとした情報交換の
もとに各現場での実践と研究が活発になれば幸いで
す。なお、茶話会開催情報は、メーリングリスト
Nihongo-Canada 等でお知らせしています。
各先生のお役にたてるように微力ながら精進いた
しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

Yoshimi Hirata (Email: yoshimi.hirata@gov.ab.ca Skype ID: yoshimi.hirata)
Japanese-Language Education Advisor (sponsored by the Japan Foundation)
International Education Services, Alberta Education
8 th Floor, 10044-108 street, Edmonton, Alberta, T5J 5E6
Tel: 780-415-6165 | Fax 780-422-3745
トウカー高橋 はる代（ジャパン・ファウンデーション・トロント拠点付き専門家）
早いもので、国際交流基金トロント拠点に勤め始
め一年近くになります。日本語教育アドバイザーと
いう肩書きを頂き、日本語教育振興と日本語教育に
携わる先生方のサポートを主な業務としております。
活動の例を挙げますと、この春、日本のポップカ
ルチャーに関心のある人々を対象にマンガを使って
カタカナを導入する入門クラスを行いました。単発
のクラスだったにも関わらず、予想を遥かに上回る
申し込みがありました。日本語を学ぶ楽しさに触れ
てもらうことで、継続学習のきっかけとなればと願
っております。また、日本語能力試験の改定に伴い
行った説明会では、参加者から日本語教育機関の問
い合わせを頂き、近隣の学校が紹介できたことも幸
いでした。これからもこのような機会を提供し、で

きるだけ地域の先生方にも見学して頂けるようにし
ていければと考えております。オンタリオ州外でも、
アルバータ教育省派遣専門家と協力し合い、日本語
教育振興に努めております。2 月にはマニトバ州に
ある高校を訪問し、ミニレッスンや文化紹介をして
参りましたが、地元の先生方のご協力のお陰で成功
裏に終えることができました。こうした活動を将来
的に日本語講座の開講や学習者数増加につなげられ
るよう尽力するつもりでおります。また、遠方の先
生方のためにワークショップもさせて頂いておりま
す。
微力ではありますが、お役に立てるよう努力して
いきたいと思っておりますので、これからもどうぞ
宜しくお願い申し上げます。

Haruyo Taucar (Takahashi) (Email: htaucar@jftor.org)
Japanese-Language Education Advisor
The Japan Foundation, Toronto
131 Bloor Street West, Suite 213, Toronto, Ontario, M5S 1R1
Tel: 416-966-1600 ext.233 | Fax 416-966-9773
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日本語弁論大会

Japanese Language Speech Contest

詳 し い 情 報 は CAJLE ウ ェ ブ サ イ ト http://cajle.info で も ご 覧 に な れ ま す 。
全国大会
第 23 回 全 カ ナ ダ日 本 語 弁 論 大 会
2012 年 3 月 31 日 （ 土 ）
於 University of British Columbia

＜ オ ン タ リ オ 地 区 -キ ン グ ス ト ン 以 西 >
第 30 回 オ ン タ リ オ地 区 日 本 語 弁 論 大 会
2012 年 3 月 10 日 （ 土 ） 午 後 1 時 ～ 午 後 6 時
於 University of Toronto
buna.yorku.ca/ojsc/general.html

地区大会
<BC 地 区 >
第 24 回 BC 州 日 本 語 弁 論 大 会
2012 年 3 月 3 日 （ 土 ） 午 前 10 時 ～ 午 後 5 時
於 Simon Fraser University
www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp

<オ タ ワ 地 区 >
第 23 回 オ タ ワ地 区 日 本 語 弁 論 大 会
2012 年 3 月 3 日 （ 土 ） 午 後 1 時 半 ～ 午 後 6 時
於 日本国大使館

<ア ル バ ー タ 地 区 >
第 21 回 ア ル バ ー タ州 日 本 語 弁 論 大 会
2012 年 3 月 10 日 （ 土 ） 午 前 11 時 ～ 午 後 5 時
於 University of Alberta
www.ptjc.ualberta.ca

<ケ ベ ッ ク 地 区 >
第 23 回 ケ ベ ッ ク州 日 本 語 弁 論 大 会
2012 年 3 月 18 日 （ 土 ） 午 前 10 時 半 よ り
於 McGill University
<ア ト ラ ン テ ィ ッ ク 地 区 >
第 14 回 ア ト ラ ン テ ィ ッ ク ・ カ ナ ダ地 区 日 本 語
弁論大会
2012 年 3 月 10 日 （ 土 ） 午 後 1 時 半 ～ 午 後 4 時 半
於 St. Thomas University (Fredericton)

<マ ニ ト バ 地 区 >
マ ニ ト バ日 本 語 弁 論 大 会
2012 年 3 月 2 日 （ 金 ） 午 後 6 時 ～ 午 後 9 時
於 University of Manitoba

編集後記
◆私の教える大学では 2 年前から日本語も副専攻の一部として取れる ようになり、単位を必要とする学生が
増えました。しかし、高校などで履修してくる生徒は大学 1 年生の時点で 2 年か 3 年レベルのコースにプレ
ースされるため、後は取るコースがないというケースが見られます。また、予算削減により上のレベルのコ
ースはキャンセル、ということもあるかもしれません。せっかく一生懸命勉強して力をつけてきたのに、 そ
こで日本語学習が終わってしまうのは残念なことです。今号でご紹介した夏期講座はカナダからも応募でき、
単位互換、奨学金、インターンシップに申し込めるものもあり、色々なコースが揃っています。どうぞ学習
者の皆さんとシェアして継続学習にお役立てください。安袁岐＠王町 ◆地震に洪水、異常気象と、天変地異
が続く地球。我々の子供達にどんな時代が待っているのか不安になります。今私たちがすべきことを真剣に
考えてみる今日このごろ。詩葉多＠普林斯頓 ◆被災地のニュースが少なくなるばかりに思われますが、 皆
様がよい年を迎えられますよう、祈るばかりです。奈雅都見＠風呂火電水

◆同じことをするのにも以前の数倍

時間がかかり、故に一日一月一年が年々短く思えるのだとか。増すのは忘れる速度のみ。でも、やり残してしまったこと
は来年やればいいですよね。皆さま、よいお年をお迎えください。狐夢路@多倫多

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
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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の発展

CAJLE is a non-profit organization which actively promotes

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

Japanese language education in Canada. We welcome everyone

らどなたでも会員として登録することができます。

who is interested in Japanese language education.

会員特典

CAJLE membership entitles you to:

- ジャーナル CAJLE （年１回発行）及び、カナダでの日本語

- Receive the Journal CAJLE (one issue annually), the CAJLE

教育に関する情報が満載のニュースレター（年 2 回発行）、

Newsletter full of information about Japanese Language

日本語教育関係の各種ご案内（メールでの送信）

Education in Canada (two issues annually), and various

- 年次大会、勉強会、その他の催しの参加費割引

announcements related to Japanese education via email.

- CAJLE 年次大会での研究発表資格

- Attend the CAJLE annual conference, workshops and other

- The Canadian Association of Second Language

related events at a reduced rate.

Teachers (CASLT) 会員登録の割引適用：年会費$15

- Present research at the CAJLE annual conference.

（通常年会費$45）

- Special rate for The Canadian Association of Second Language
Teachers (CASLT) membership. (Affiliate Individual Membership
is $15, instead of Regular Individual Membership $45)
会費年度

Term of Membership:

毎年 6 月から翌年 5 月まで。10 月末までにお支払いをお願い

Memberships start every June and continue through May of the

致します。更新が確認できない場合、ニュースレターやメール配

following year. Please kindly complete your payment by the end

信を停止させていただきます。

of October. If you do not renew before the end of October, you
will miss the Newsletter and other announcements.
Membership Fee:

年会費
カナダ在住者

非カナダ在住者

一般会員

＄45 CA

＄45 US

3年(一般)会員

＄120 CA

＄120 US

学生会員

＄30 CA

＄30 US

組織会員 (4名まで)

＄120 CA

＄120 US

Canadian

Non-Canadian

residents

residents

Regular Membership

＄45 CA

＄45 US

3 years Membership

＄120 CA

＄120 US

Student Membership

＄30 CA

＄30 US

＄120 CA

＄120 US

Institutional Membership

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。

(up to 4 members)

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.cajle.info

How to Join:
Please fill out the application form (available on

申込先： Canadian Association for Japanese Language Education
(CAJLE)

http://www.cajle.info ) and mail or email it with the appropriate

P.O. Box 75133, 20 Bloor Street East

membership fee. Credit card payment is available online. Personal

Toronto, Ontario M4W 3G7, CANADA

cheque and bank transfer are also accepted.
Mail to:

Canadian Association for Japanese Language

※連絡先の変更： 住所およびメールアドレス等の変更があった

Education (CAJLE)

場合にはこちらまでお知らせください。cajle.kaikei@gmail.com

P.O. Box 75133, 20 Bloor Street East,
Toronto, Ontario M4W 3G7, CANADA
Please notify us at the following email address if your contact
information changes: cajle.kaikei@gmail.com
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