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会長のことば
あぜうえ

会長 畔上ラム智子
12 月を迎え、カナダ全国は、比較的温暖な冬を迎え

ーティキュレーションの達成を目指すという共通目的

ているようですが、10 月末からのアメリカ北東部沿岸

で立ち上げられた J-GAP (Japanese Global Articulation

に襲来し多くの被害を出したハリケーン・サンディに

Project) への参加、さらに、2010 年には CAJLE は The

よる被災者の方々には、お見舞いを申し上げると同時

Canadian Association of Second Language Teachers

に一日も早く生活が復旧されますよう願います。カナ

（CASLT）と提携団体になり、数々の渉外活動に大き

ダ東部でもその影響での豪風、そしてブリティッシ

な進展がありました。この場をお借りして、大江都前

ュ・コロンビア州北西海岸では、地震、そして最近で

会長の貢献に深くお礼を申し上げると同時に、
「長い間

は、ケベック州西部にも地震と、自然の脅威が絶えま

本当にご苦労様でした」と心から申し上げたく思いま

せん。自然には、常に「驚異」と「脅威」が存在して

す。

います。美しいからこそ、驚きと恐ろしさを伴ってい

今回は、前年度の 2 名の理事が退き、新年度の理事

るのですね。

の構成は、13 名の継続理事に加え新理事が 2 名加わり

自然の美しさといえば、昨年の CAJLE の年次大会

ました。2 名の旧理事の皆様、長い間 CAJLE に貢献し

はアルバータ州のバンフにて開催され、参加者の皆様

てくださり、ありがとうございました。そして、新理

は、二日間の充実した基調講演をはじめ、研究発表、

事を含めた現理事の皆様も早速、各担当部署において

教師研修会を夏のバンフで満喫して頂けた事と思いま

活動を開始してくださり CAJLE の運営に励んで頂い

す。また、今回の大会には、ジャパンファウンデーシ

ております。

ョン・トロントが企画した日本語教師研修を終えた 7

私は会長就任後、初仕事として 8 月 17 日から 20 日

人の研修生、自称「七人の侍」の皆様も参加し、大会

に行われた ICJLE 名古屋 2012 の世界代表者会議と

でその研修内容について発表してくださり、非母語話

J-GAP 会議に出席して参りました。今回は、次回の国

者によるカナダ日本語教育への積極的な姿勢を見るこ

際大会、そして J-GAP の今後の計画、東南アジア国と

とができたのは、大きな喜びでした。カナダをはじめ、

の連合など、GN プロジェクトの今後の方向性につい

アメリカ、日本、台湾からの多くの参加者の皆様とと

て話し合いが進められました。次回の国際大会は、現

もにすごした懇親会の晩は、美味しいお料理はもちろ

在 2015 年開催に向けて、加盟国間で検討中ですので、

ん、お互いの情報交換、交流の場となり、西川氏、下

決定次第、皆様にお知らせいたします。また、9 月に

野氏の素晴らしいピアノ演奏のもとに、皆様に CAJLE

は、会長代理として、小室リー副会長がオタワに出向

の持つアットホームな場を満喫して頂いた事と思いま

き CASLT との第二回目の提携団体合意書に調印して

す。

参りました。今後、さらに、両団体の交流が深まる事

そして、大会時に行われた総会では、理事改選が行

を期待しております。

われ、2012-2014 年度の新理事が構成されました。その

この程、大江前会長の後任として、会長職のバトン

前にまず、皆様に第一にご報告申し上げたいことは、

を引き継ぐ事となりましたが、頼もしい現理事の皆様

2006 年から CAJLE の会長を務めてくださっていた大

方をバックに、又、会員の皆様のご支援を賜りながら、

江都氏が今期をもって退かれたということです。大江

これから CAJLE の発展に少しでもお役に立つよう努

氏が会長を勤めていた 6 年の長い間には、CAJLE は

力したいと思っております。

2008 年に 20 周年という大きな節目を迎え、且つ、同

それでは、皆様、年末のせわしく、慌ただしい季節

年には世界の 9 カ国・地域からなる学会連合、日本語

になりましたが、どうぞお体をご自愛され、よい年末、

教育グローバル・ネットワーク(GN) のカナダを代表す

新年をお迎えになられるようにお祈りするとともに、

る加盟団体として認められました。その後、加盟国が

来年夏、CAJLE 年次大会の開催地、トロントでお目に

主催する日本語教育国際研究大会 (ICJLE)への参加、

かかれますことを心より楽しみにしております。

国外地域との情報交換、各国の代表が日本語教育のア
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CAJLE2012 年次大会
CAJLE 2012 年次大会を終えて
かばた

大会実行委員長 下野香織

2012 年度のCAJLE 年次大会は、8月2日と3日の二日

タイトルで教師研修をしていただき、1980年代以降提

間、アルバータ州バンフ国立公園にて開催されました。

唱されてきているさまざまな習得理論の検証と、それ

アメリカ（8名）、日本（17名）、日本以外のアジア各

らをいかに教室での実践指導に結びつけていくかを、

国（8名）からも大勢の参加があり、合計68名（延べ

ワークショップ形式でグループ活動を交えながら指

107名）の方にお集りいただきました。大会前日から

導いただきました。この他に28本の研究発表、さらに、

大会中、そして大会後の週末（ちなみに8月4〜6日は

立命館大学・細井浩一先生による特別発表「３次元仮

ヘリテージデーのための連休でした）まで、大会一日

想空間を利用した日本語・日本文化の状況的学習用プ

目をのぞいてはお天気に恵まれ、大会参加者の方々に

ラットフォームの開発」もあり、非常に密度の高い2

この機会にバンフを満喫していただけたかと思いま

日間でした。

す。

今大会は私が所長を務めるアルバータ大学高円宮

今大会のテーマは「理論と実践の連携」とし、大会

日本教育・研究センターとの共催という形をとったこ

一日目の基調講演では、広島大学の畑佐由起子先生に、

と、会場も大学ではなくホテルを使ったこと等、新し

「理論と実践の間のギャップはなぜ問題なのか：課題

い試みの要素を多く含んだ大会となりました。その一

と取り組み」という演題のもと、ギャップの起こりう

つ、ホテル内での大会夕食会では、ウィニペグの西川

る原因、そしてそのギャップをなくする努力の必要性

照香氏によるピアノ演奏で優雅な一時を楽しむこと

などについてお話いただきました。又、二日目には、

ができました。二日目のランチタイムを利用したSIG

アルバータ州教育省日本語教育アドバイザー／国際

（Special Interest Group）セッション、午後には同じグ

交流基金派遣日本語上級専門家・平田好先生と、トロ

ループ分けをもとにオープンフォーラムを行い、日本

ント日本文化センター日本語教育アドバイザー・トウ

語教育という共通枠のなかでそれぞれのグループが

カー（高橋）はる代先生のお二人に、「第二言語習得

抱える課題の相違点と共通点、またそれぞれのグルー

理論をもとに教師は教室でなにができるのか」という

プがCAJLEあるいはCAJLEのような組織に求めるこ
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とは何か、などについて話し合いました。一時間半を

思います。

みっちり使っても足りないほど、とても活発な意見交

新ウェブサイト構築とも平行しての大会準備とな

換が行われ、大会実行委員始め理事にとって、今後の

り、諸処のオンラインシステムもテストしながらでし

CAJLEの方向性を考える良い機会にもなりました。

たので、いろいろと不都合な点もあったかと思います。

今大会の新しい試みの中でも特に記述すべきは、非

でも、なんとか大きな支障なく−−大会一日目にホテル

母語話者の高校日本語教師の先生達のグループ（自称

内の通気システム故障のため大会会場の暖房が効か

「七人の侍」
）の参加があったことでしょう。これは、

なかったというハプニングはありましたが−−無事大

国際交流基金トロントオフィスの企画で、大会開催に

会を終えられ、これもすべて参加者の方々のご理解と、

合わせ非母語話者である日本語教師（主に中・高レベ

実行委員ならびに理事会の皆様のご協力、ご支援のお

ル）を対象にしたワークショップが開催され、その参

かげと、誠に感謝しております。また、最後になりま

加者であった7名の方が大会にも参加されたのですが、

したが、今回の大会開催に際し、国際交流基金、アル

フォーラムなどで彼女たちの意見を直接聞くことが

バータ州教育省、ならびにアルバータ大学から助成金

でき、CAJLEのカナダ国内における役割を再考する機

があったこともここに明記し、改めて御礼申し上げま

会にもなりました。

す。

また、今大会一日目には、在カルガリー日本総領事

2013年のCAJLE年次大会は8月24〜26日にCAJLE本

館福田進総領事、国際交流基金北米局長・久保和朗氏、

拠地であるトロントで開催を予定しております。これ

並びにCASLTを代表してエドモントン教育委員会外

まで三年間、ブリティッシュコロンビア（2010年）、

国語教育研究科長であるジャニス・オーブリー氏らに

レジャイナ（2011年)、そして2012年はアルバータと、

もご出席いただき、CAJLEのカナダ国内外の日本語教

トロントでの開催は4年ぶりとなります。多くの皆様

育における役割をご理解いただくと同時に、ネットワ

に参加していただき、さらに日本語教育のネットワー

ークを広げることができ、大変意義深いことだったと

ク拡大につながることと願っています。

CAJLE 2012, Beautiful Banff, Alberta
Martha Bassett (St. George’s School, Vancouver, Canada)

Thanks to the Japan Foundation, Toronto, seven

Winnipeg April 18-20, 2013; and was astonished to learn

NNST (Non-Native Speaking Teacher) were invited to

that Canada is home to twice as many Japanese language

join the CAJLE and participate in the 2012 Annual

learners per capita as the United States.

Conference in beautiful Banff, Alberta. The theme,

The Keynote, The Gap between Theory and

Bridging Between Theory and Practice, was a perfect

Practice: Problems and Possibilities, and some of the

companion to our previous seven days of Japan

workshops, were particularly accessible to me because of

Foundation sponsored Intensive Teachers’ Training led

the bi-lingual style of presentation: hearing Japanese and

by

seeing English, or hearing English and seeing Japanese

Ms.

Yoshimi

Hirata

and

Ms.

Haruyo

Taucar-Takahashi.

were both very effective for me.

I was interested to learn about the upcoming CASLT

The book display introduced new tools to all of us;

(Canadian Association of Second Language Teachers)

and the pre-dinner mixer, dinner, and interest groups

2013 Conference, Languages without Borders in

lunch introduced us all to each other using our various

4
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shared languages.
The Workshop-Lecture by Instructors Hirata and

6)

Online forum for teacher support

7)

Standardized diagnostic tests for various

Taucar-Takahashi was especially interesting to me

levels of incoming students

because we seven NNST new members had been

Above and beyond our Teachers’ Wish List of Tools,

privileged to participate in a conceptual ‘road-test’ a few

we also discussed what might appeal to both students and

days prior to the polished presentation.

parents in order to promote learning and enrollment in

We seven NNST were honoured to be invited to

Japanese:

speak at the Open Forum and did our best to share our

1) Manga translation contests would reward

experiences and observations about why and how to

current students

support and promote Japanese language education in

2) Japanese employer job fairs would appeal

Canada. We expressed a strong need for a Canadian

to university students

support network for communication and professional

3) Resources for high school guidance staff re:

development among the widely scattered Japanese

career & study in Japan

language teachers in Canada. A nationally developed

4) Stories of Role Models of successful

bi-lingual (or tri-lingual including French?) website

learners and where they are now

would facilitate sharing of ideas, lesson plans, resources,

Our hope, through organizations such as CAJLE and

and the latest research. Ideally it would include:
1)

2)

3)

4)

5)

CASLT

and

others,

is

to

increase

awareness,

Individual School Course Outlines &

understanding, and communication of Japanese language

Objectives

practices, tools, and strategies in order to further support

JFL Teaching Materials and Supplementary

Japanese language learning in every sector of Canadian

Resources with brief summaries

society.

Recent articles on Japanese pedagogical

On behalf of Sonia Chhabra, Susan Kimura, Sandra

approaches & strategies

Mah, Kathy Shannon, Alwyn Spies, and Alison Wylie,

Updated Japanese Applications and online

I’d like to express our deep appreciation to all of the staff

self-study resources

of the Japan Foundation, most especially Ms. Noriko

Liaison for NNST to network with Native

Saito, who kept us organized and focused.

Speakers interested in volunteering

バンフの年次大会での SIG（Special Interest Group）とオープンフォーラムから、継承語としての日本語（JHL）教育に関わ
る教師のための情報交換サイト“JHL-wiki”が誕生しました。― 編集部
JHL（Japanese as a Heritage Language） wiki について
ダグラス昌子（カリフォルニア州立大学ロングビーチ校）
青木恵子（クイーンズ大学）

今夏 8 月 2 日と 3 日の両日にわたり、カナダのア

ました。その 2 日目に、いくつかの Special Interest

ルバータ州バンフで CAJLE の年次大会が開催され

Group (SIG）に分かれ、諸問題の話し合いをする機

5
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会がありました。継承語の SIG もあり、アメリカと

この wiki には、メンバーの自己紹介コーナーとそ

カナダの大学または補習校で継承語教育に携わって

れぞれの教育機関のウェブサイトへのリンク（中に

いらっしゃる先生方が集まりそれぞれの地での継承

はレッスンプランを開示しているブログもあり）
、お

語教育が直面する問題を話し合いました。その折に、

勧めの本紹介ページや教材リソースのリンク集、掲

両国の継承語の先生方が、気楽に情報交換ができる

示板などを作りました。バンフ大会での SIG からス

場があればいいのではないかと思い、JHL wiki を

タートしましたが、平田好先生主催の Skype 茶話会

作りました。参加者が気軽に利用できるサイトとい

で継承語の会に参加した日加の教育関係者も加入し、

うことで、筆者らの関係する継承語学校や補習校の

最近ではフランスからもメンバー登録がありました。

先生方を参加者として、小グループでの情報交換の

今後はより大きな流れに加わることも視野に入れ、

試みというのが目的です。住んでいる国や地域は異

引き続き交流を深めていくことができればと思いま

なっていても、継承語教育の中で日々生じる疑問や

す。閲覧・書き込みをするにはメンバー登録が必要

問題には共通するところが多々あり、それぞれの経

です。ご興味のある方は aokik@queensu.ca までご連

験から、サイトに寄せられた相談に返信するという

絡ください。

かたちで交流が深まればと思った次第です。

2012 年度年次大会報告 - アンケート結果
書記

2012 年度 CAJLE 年次大会は、アルバータ州のバン

reinforcement」、そして、オープンフォーラムについ

フにて、カナダ、アメリカ、日本、台湾、韓国から

ても「特に興味深かった」、「Meeting new teachers,

二日間で延べ 107 名の参加者を迎え、基調講演、教

brain storming」などとポジティブな感想が多く見ら

師研修、研究論文発表、オープンフォラム、教材展

れた。研究論文発表については、
「具体的な活動報告

示販売等が催された。本アンケートには、30 名から

は自分のクラスに役立つので、有難かった」、「SLA

回答があった。結果は下記の通り。

について知識が深まった」、「色々な分野の発表があ
り自分の分野以外の勉強ができ大変有意義だった」

1．全体評価

とのよい感想があった他、
「研究発表の時、進行係用

「とてもよかった」(63％)、
「よかった」(37％)

と会場用と別々にマイクがあればよかった」、「発表
前にパソコンをチェックする時間を作っていただき

2．セッションの意見、感想

たい。ポインターがよく見えずパソコンが使いづら

基調講演については、
「畑佐先生の紹介した内容は文

かった」などのコメントもあった。

学専攻の私に大きな刺激を与えてくれた」、「様々な
視点、具体例を知ることができた」、「畑佐先生の講

3．大会全体の意見、感想

演でリサーチャーと教師の Collaboration の大切さが

「会の内容にいろいろな工夫があり、勉強になった」、

分かった」、「English keynote and presentations were

「すばらしい場所に来ることができて、幸福な二日

useful and easy to understand」、教師研修会に関しては、

間だった」、「カナダ国籍の発表者が少なかったのが

「教育活動を振り返るよい内容だった」、「アメリカ

少し残念だった」、「様々な観点から盛りだくさんの

大陸の日本語教育の状況が分かった」、「Excellent

活動が含まれとてもゆきとどいた学会だった」、「多
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くの先生方と個人的にお話できる機会があり勉強に

presentations will increase participation of secondary

なった」
、「very impressed with the quality of all the

teachers」、「More English technical terms」などの意見

presentations」、「The topics covered a variety of issues

が挙げられた。

around Japanese Education」などの感想があった。

4．今後の希望開催地

改善点としては、
「カナダの日本語教育について知る

モントリオール、バンクーバなどが希望開催地とし

ことが出来るような資料やポスターを展示して欲し

て挙げられた。海外からの参加者がアクセスしやす

い」、「ネット使用に関する案内がほしい」、「日本語

い場所でお願いしたいとの意見があり、海外からの

と 英 語 の ア ナ ウ ン ス 使 用 」、「 Handouts would be

参加者には、参加費を割引してもらえると助かると

helpful for non-native speakers 」、「 More bilingual

の意見もあった。

CAJLE 2013 年次大会
CAJLE 2013 年次大会のご案内
CAJLE2013 実行委員会

2013 年の CAJLE 年次大会は、久々にトロントにて

物差しを教師自身の中に取り込み、彼らの能力を効

開催いたします。

果的に伸ばすための学習、教授、評価を振り返る学
びの場にしたいと考えています。

テーマ：「できる」を評価する―学びを支える

基調講演には南山大学の鎌田修先生、教師研修に

教師の役割とは―

は鎌田先生とハワイ大学マノア校の近藤ブラウン妃

日程： 8 月 22 日（木）～24 日（土）

美先生をお迎えし、外国語、第二言語としての日本

開催地：トロント大学

語教育のみならず継承語教育にも焦点をあてた内容

基調講演・教師研修 1：鎌田修先生（南山大学）

を企画しているほか、 CAJLE の協力団体である

教師研修 2 & 3：近藤ブラウン妃美先生（ハワ

CASLT（The Canadian Association of Second Language

イ大学マノア校）

Teachers）会長の Michael Salvatori 氏によるカナダの

特別講演：Micheal Salvatori 氏（CASLT 会長）

外国語教育についての特別講演も予定しています。
様々な教育機関から多くの方々にお越しいただき、

社会のグローバル化に伴い、日本語学習者も多様

活発な情報・意見交換の場となることを期待してお

化しています。学習の目的だけでなく、学校教育や

ります。

継承語学校での勉強、インターネットなどを通して
の独学、留学など、学習の方法も様々です。異なる

情報は CAJLE ウェブサイト http://www.cajle.info に

背景を持つ彼らが、日本語の学習を続けるために一

て随時更新してまいります。

つの教室に集まることもあるでしょう。多様化する
学習者を前に、教師はどのように彼らのレベルを把

お問い合わせ先：CAJLE2013 実行委員会

握し、更なる学びへとつなげることができるのでし

cajle2013toronto@gmail.com

ょうか。本大会では、様々な学習者の能力をはかる
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CAJLE 2013 Annual Conference
Organizing Committee for the CAJLE 2013

We are pleased to announce that the CAJLE 2013 will be

educator assess their levels and provide appropriate

held in Toronto.

instructions to enhance their learning? This conference
aims to provide educators with means to measure the

Theme: Assessing “proficiency”: Teachers’ roles in

proficiency level of the diversified learners and

supporting students’ learning

opportunities to reflect on learning, teaching and
assessment

Dates: from Thursday, August 22 to Saturday,

to

efficiently

enhance

the

learners’

proficiency.

August 24, 2013

We welcome for our Keynote Lecture Prof. Osamu
Venue: University of Toronto
Keynote Speech and Workshop 1:

Kamada from Nanzan University, who will also lead us in
Prof. Osamu

our Teacher’s Workshops with Prof. Kimi Kondo-Brown

Kamada (Nanzan University) and

from the University of Hawaii at Manoa. Our programme

Workshops 2 & 3:

topics include Japanese language education as a foreign

Prof. Kimi Kondo-Brown

language, as a second language, as well as Japanese as a

(University of Hawaii at Manoa )
Special Lecture:

heritage language. A special lecture on Canadian foreign

Dr. Michael Salvatori, President

language education will be given by Dr. Michael Salvatori,
of CASLT

from CASLT (The Canadian Association of Second
Language Teachers), a partner association of CAJLE.

As our society has become more globalized,

With many participants from various educational

Japanese learners has become diversified. The purposes

institutions, we expect this conference to provide an

of learning Japanese vary, as do the study methods.

excellent

Learners have options to study as part of a school

information/opinions and networking.

opportunity

for

exchanging

education, through heritage language schools, by going to
Japan, and through self-study with sources such as the

Information regarding the conference is available and to

internet. It is possible that these learners from varied

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

backgrounds will come together in a classroom to
continue their study of Japanese. Faced with this

For questions, please contact us at:

increasing diversity among the learners, how can an

cajle2013toronto@gmail.com
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CAJLE 2013 年次大会研究発表募集
発表・企画

テーマ：「できる」を評価する―学びを支える教師の

この要旨は採用された場合、大会当日配布資料

役割とは―

に掲載されます。

日時：

2013年8月22日（木）～24日（土）

a. 発表タイトル：日本語と英語

場所：

トロント大学

b. 発表の要旨：日本語での発表の場合は

基調講演：鎌田修先生（南山大学）

日本語で、英語での発表の場合は英語

教師研修：鎌田修先生（南山大学）

で書くこと。日本語要旨 700 字以内

近藤ブラウン妃美先生（ハワイ大学

(Mincho, font size 12, single-space)、英語

マノア校）

要旨 350 語以内(Times New Roman, font

特別講演： Michael Salvatori 氏（CASLT）

size 12, single-space)
2) メールの本文に
a. 発表タイトル：日本語と英語

研究発表は、日本語教育、日本語学などの理論的

b. 発表者の氏名（日本語とローマ字；共

考察、実践報告、また教材開発などを扱ったもの、
特に大会テーマである「評価」についての研究発表、

同発表者全員を明記のこと）
c. 所属機関および役職（日本語と英語；

また、継承語教育に関わる発表を歓迎いたします。
研究発表には口頭発表とポスター発表があり、発表

共同発表者全員分を明記のこと）

時間は各 30 分、口頭発表は、うち 10 分が質疑応答

d. 発表形態（研究発表のみ希望／ポスタ

です。発表言語は日本語または英語となります。今

ー発表のみ希望／どちらでも可、を明

大会から proceedings を発行し、ウェブサイト上に

記すること）
e. メールアドレス、電話番号、および住

公 開 し ま す 。 詳 細 は CAJLE ウ ェ ブ サ イ ト
(http://www.jp.cajle.info/)をご参照下さい。なお、大

所（代表者のみ）
3) 大会発表申し込み先：

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. 15 への投稿のご

tshibata@princeton.edu（件名は"CAJLE 2013

案内をいたします（投稿論文は、査読審査の上、採

Proposal"でお願いします）

否の決定を行います）
。
締切：2013 年 4 月 15 日（月）必着
口頭発表・ポスター発表の申し込みは以下のもの

採否通知：2013 年 5 月 13 日（月）

をメールで下記までお送りください。
1) 添付の要旨：MS Word file (.doc または.docx)で、

共同発表を含めて、応募は一人一題までとします。

ファイル名を“CAJLE2013_title” (title は英語タ

なお、発表者は当会会員に限ります。指定期日まで

イトルの始めの 10 文字まで。言葉と言葉はア

に入会手続きがなかった場合は採用取り消しとなり

ンダースコアでつなげる。

ますのでご注意ください。入会案内は CAJLE ウェブ

例：“CAJLE2013_What_is_Lost” for the title of

サイト(http://www.jp.cajle.info/)をご覧ください。

“What is Lost in Translation?”)

にして下さい。
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CALL FOR PROPOSALS: CAJLE 2013 Annual Conference
Presentation-Planning
Theme: Assessing “proficiency”: Teachers’ roles in supporting
students’ learning

a.

Paper title (in both Japanese and English)

b.

Abstract: 700 letters (Mincho, font size 12,
single-space) in Japanese or 350 words (Times New

Conference Date: Thursday, August 22 to Saturday, August 24,

Roman, font size 12, single-space) in English

2013
Conference Venue: University of Toronto

Please name the word file as “CAJLE2013_title” (for the

Keynote Speaker: Professor Osamu Kamada (Nanzan University)

“title” part, use up to the first 10 letters of your English title.

Workshop Speakers:

Ex. “CAJLE2013_What_is_Lost” for the title of “What is

Professor Osamu Kamada (Nanzan University)

Lost in Translation?”). If you plan to present in English,

Professor Kimi Kondo-Brown (University of Hawaii at

please submit your proposal in English. If you plan to

Manoa)

present in Japanese, please submit your proposal in

Special Lecture:

Japanese.

Dr. Michael Salvatori, CASLT (The Canadian

2) In the email

Association of Second Language Teachers)
Abstract Submission Deadline: Monday, April 15, 2013

a.

Paper title (in both Japanese and English)

b.

Name(s) of the presenter(s) (in both Japanese and
English; list all co-presenters),

Notification of Acceptance: Monday, May 13, 2013
c.

Affiliation and title (in Japanese and English; list each
co-presenter’s information),

We invite submission of abstracts for paper presentations and
d.

poster presentations on topics including, but not limited to,

Type of presentation (choose one from “paper

Japanese linguistics, Japanese language pedagogy, Japanese as a

presentation only”, “poster presentation only”, or

heritage language, as well as innovative teaching techniques.

“either paper or poster presentation is fine”)

Submissions related to the conference theme and topics of

e.

Japanese as a heritage language are especially welcome. The

E-mail address, phone number, and mailing address
(contact person only)

allocated time for each paper is 30 minutes (for the paper
presentation, 20 minutes for presentation and 10 minutes for

Individuals may submit only one proposal as presenters or

questions and discussion). Presentations may be given in either

co-presenters. Presenters must be members of CAJLE and

Japanese or English. We will publish the conference proceedings

non-members will be required to submit a membership application

on our website. For details, please see http://www.cajle.info.

upon notification of acceptance. Membership information is
available at: http://www.cajle.info.

Please e-mail submissions as attachments in .doc/.docx
(Microsoft Word) file format, with the following information to:

Selected presenters at the conference will be invited after the

tshibata@princeton.edu. Please specify the subject line as

conference to submit their papers for article length publication in

“CAJLE2013 Proposal.”

Volume 15 of the Journal CAJLE. Those submissions will undergo

1) As attachment

a separate reviewing process set by the standards of the journal.
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特集記事
皆さんは Professional Development と聞いて何を思い浮かべますか。年次大会、学会、地元教師会の研修会、インター
ネットを使った「Skype 茶話会」や「つながろうねっト」への参加など、いろいろな機会があるかと思います。国際交流基金
でも様々な日本語教育支援プログラムを提供しています。（CAJLE NL42 号参照） ニュースレター今号では、日本語教
師のための PD 機会として Oral Proficiency Interview （OPI）ワークショップとコロンビア大学夏期日本語教授法修士プ
ログラムの二つをご紹介します。 ― 編集部

ACTFL Oral Proficiency Interview (OPI) および OPI ワークショップ
三浦謙一（ACTFL 日本語 OPI トレーナー）

日本語のワークショップがいつ開催されるか決まっ

American Council on the Teaching of Foreign
Languages (全米外国語協会 ACTFL)の OPI の基準は、

ていませんが、ACTFL のサイトに随時掲載されます。

初級、中級、上級、超級となっており、超級を除く

（ http://www.actfl.org/professional-development/prof

各レベルには、上中下のサブレベルが設けられてい

essional-development-workshops/actfl-sponsored-works

ま す 。（ 2012 年 か ら 超 級 の 上 の レ ベ ル で あ る

hops）また、大学レベルでワークショップを招聘す

Distinguished 超級も作られました。
）

ることもできます。

OPI の特徴は、何を知っているか、という「知識」

（ http://www.actfl.org/professional-development/prof

ではなく、学習言語を使って何ができるか、という

essional-development-workshops/onsite-workshops）

「コミュニケーションの能力」に焦点が当てられて

ワークショップ後、模擬インタビューをトレーナ

いることにあります。例えば、初級は、単語、覚え

ーに提出し、合格すると ACTFL の試験官として OPI

たものに頼って発話するレベル、中級は、文を使っ

をする資格を与えられます。テスターの資格を取ら

て、日常生活に頻繁に起こりうる状況に対処できる、

ない場合でも、ワークショップを受講することによ

上級は、身の回りの事項に加えて、時事問題等を段

り、言語運用能力（proficiency）重視の言語教育の必

落レベルで「説明」
「叙述」できる、超級は、意見の

要性を学ぶことができ、カリキュラム作成、各授業

叙述、抽象概念を使って発話ができる、等の基準で

においてのゴール設定、教授法等に応用することが

す。
（詳細は、

できます。

http://actflproficiencyguidelines2012.org/speaking を

American Association of Teachers of Japanese

ご覧ください。
）

(AATJ)に新しく Proficiency Assessment SIG (Special

OPI の言語検定では、テスターが個々の被験者と

Interest Group)ができました。この SIG は、proficiency

インタビュー形式の会話をし、レベルを判定します。

を基にした教授法、授業案、カリキュラム等につい

テスターの資格を取得するためには、4 日間のワー

て意見交換し、また、研究発表の場を提供すること

クショップに参加することが必要になります。過去

を旨としています。

には、2011 年 11 月にデンバーで、2012 年 7 月にカ

日本語 OPI、Assessment SIG の詳細は、三浦謙一

リフォルニア州オークランドで、ACTFL 主催の日本

（kmiura@fandm.edu)までお願いします。

語ワークショップが開かれました。現在、まだ次の
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コロンビア大学夏期日本語教授法修士プログラム
江口茂（Administrative Director,
2013 Summer M.A. Program in Japanese Pedagogy, Columbia University）

1996 年に開設された本プログラムは、毎年 6 月初

すが、日本、韓国、台湾などからの受講者もいます。

めから 8 月初めの 9 週間実施している日本語学・日

プログラム開設以来およそ百名が修士課程を終えま

本語教育に特化した修士課程プログラムです。3 週

したが、卒業生の多くは現在アメリカや日本の大学

間の初級及び中上級教授法コース（それぞれ隔年実

を始め様々な日本語教育機関で活躍しています。

施）とその他の 2 週間コースの計 11 のコースを 3 年

各コース担当の講師陣は、本プログラムのアカデ

（三夏）で修了し、最終年度春に卒業論文を提出す

ミック・ディレクターでもあるプリンストン大学・

ることで修士課程を終えるという構成になっていま

牧野成一教授を始め、コロンビア大学、ハーバード

す。このうち初級と中上級の各教授法コースは、修

大学、ミシガン州立大学などから、また日本やオー

士プログラムに正式に入学しなくても Non-Degree

ストラリアからも日本語学、日本語教育・教授法の

student として履修することが可能です（その翌年以

分野でご活躍されている先生方をお招きしています。

降改めて修士課程に応募し、入学する学生も毎年の

来たる 2013 年夏は、中上級教授法コースと社会言

ようにいます）
。

語学、日本文学、認知言語学の 4 コースが実施され

学生数は毎年 15 名から 20 名ほどで、その多くは

ます。応募締切は 2 月中旬となっています。興味が

日本人ですが、日本語非母語話者も数名在籍してい

おありの方は是非ご連絡くださいますよう、よろし

ます。学生のバックグラウンドはさまざまで、アメ

くお願いいたします。

リカやカナダの中学、高校、大学で教員、講師、TA
などとして既に日本語を教えている人もいれば、今

ウェブサイト:

まで日本語教育に携わった経験のない受講者もいま

http://www.columbia.edu/cu/ealac/japanese/pedag

す。やはりアメリカ国内からの参加者が多くなりま

ogy.html

部会・教師会情報
CAJLE オンタリオ部会活動報告
有森丈太郎
2009 年 12 月より続けている『日本語学習を継続

は小学生を教える上での工夫、高校レベルでの複式

させる』と題した地元教師による情報交換会も、7

授業の様子、HSC の発表ではスカイプを使ってゲス

月で 10 回目を迎えました。今回は York Region

トスピーカーを招いた教室活動などが紹介されまし

District School Board（YRDSB）と Hillfield Strathallan

た。会が終わってからは和食のレストランに場所を

College（HSC）の先生方にプログラムおよび担当コ

移し、年末の忘年会以来の親睦会も開催しました。

ースの紹介をしていただきました。YRDSB の発表で

10 月に行われたトロント新移住者協会（NJCA）
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日本語教育プロジェクト主催の『第一回東部カナダ

次回の『継続シリーズ』は 12 月 8 日（土）に予定

日本語教師合同研修／意見交換会』にはオンタリオ

しています。オンタリオ部会の活動は下記のウェブ

部会からも多くのメンバーが参加しました。このプ

サイトに随時掲載していきますので、どうぞご覧く

ロジェクトは継承語教育を中心に研修会、意見交換

ださい。

会を重ねていますが、多様な日本語教育が行われて
いるオンタリオにおいては、このような他の団体と

CAJLE 部会活動：

の交流で得られる情報も貴重です。今後も積極的に

http://www.jp.cajle.info/programs/regional-activities/

交流を続け、より充実した活動ができればと考えて

お問い合わせ：cajle.ontario@gmail.com

います。

J-GAP 活動報告
有森丈太郎
日本語プログラム間のアーティキュレーション

Learning Outcomes を CEFR (Common European

（連関、連続性）の達成を目指す J-GAP（日本語教

Framework of Reference for Languages) や JF 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

育スタンダードを参考に Can-do で表し、シラバスに

クト）の活動も 2 年目を迎えました。オンタリオ州

反映させていく「シラバス・プロジェクト」と題し

の高校、大学、日本語学校の教師が集まる J-GAP 勉

た活動を行っています。この活動を通して異なるプ

強会では、情報共有のツールとして「オンタリオ州

ログラム、コースの到達目標を共通の尺度を使って

日本語教育機関リスト」を作成し、CAJLE ウェブサ

記述することで、継続学習支援に役立つプログラム、

イト上で公開しています。

コース情報の提供を目指しています。同時にオンタ
リオ州での継続学習の状況を把握するためのアンケ

http://www.cajle.info/programs/j-gap/japanese_progra

ート調査も行っています。

ms_in_ontario/
また、少し前になりますが、4 月下旬に行われた

次回の「J-GAP 勉強会」は 12 月 8 日（土）ジャパ

「つながろうねっト」主催の第 4 回日本語教育勉強

ン・ファウンデーション・トロントにて開催の予定

会ではアーティキュレーションについての講演を行

です。活動内容は下記のウェブサイト上に随時掲載

い、J-GAP の活動について紹介する機会を得ました。

していきます。


講演の動画、資料などはホームページ
（https://sites.google.com/site/sekaitsunagaru/） で見る

CAJLE・J-GAP ページ：
http://www.cajle.info/programs/j-gap/



ことができます。さらに 8 月に名古屋大学で開催さ

J-GAP Wiki：http://j-gap.wikispaces.com/

れた日本語教育国際研究大会（ICJLE2012）のシン
ポジウムにおいても J-GAP カナダの活動を紹介し、

J-GAP カナダの活動にご興味のある方は

各国の代表者との意見交換を行いました。

cajle.ontario@gmail.com までご連絡ください。オン

現在は自分たちが担当する日本語コースの

タリオ州以外からのご参加も歓迎いたします。
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学校紹介
今回はオンタリオ州から 2 校ご紹介します。CEFR をカリキュラムに取り入れつつあるヒュロン大学、「カナダ唯一の大学付
属の子供のための日本語学校」も併せ持つ、ウォータールー大学レニソンユニバーシティーカレッジです。 ― 編集部

オンタリオ州 ヒュロン大学
河井道也（仏亜研究学科長、日本語プログラム長）

ヒュロン大学は、ロンドンにある学生数千二百人

「各課要点項目が使えるようになること」を達成目

程度の小規模大学だが、提携関係にあるウェスタン、

標にし、また、各レベルの達成目標を OPI の初級上,

ブレッシア、キングスの各大学の学生も受け入れて

中級下、中級中、中級上から上級下程度のレベルと

いる。日本語プログラムは 20 年以上の歴史があるが、

定めた。正式な OPI テストこそ学生にさせないが、

2 年前にフランス語・中国語と学科統合した。教員

学期末に同様なインタビューをして学生の達成度を

は常勤 3 人と非常勤が 1 人。毎年、延べ 250 人ほど

確認するようにしている。去年度プログラムの改善

の学生が日本語・文化関係のコースを履修している。

の一環として、CEFR の共通参照枠組みを各レベル

これは言語の授業の各セクションの上限が 24 人と

の達成目標に加えた。今年度、各課ごとに関連して

いう少数精鋭教育のヒュロンの中では大きい数であ

いる Can Do Statements をまとめ、授業活動に応用す

る。履修している学生の多数が日本語副専攻の学生

る作業過程にあり、来年度のシラバスに反映させた

だが、近年、東アジア研究専攻の学生も増加中であ

いと考えている。

る。ウェスタン大学の日本語コースにも 150 人ほど

課外活動として、日本語会話クラブ、日本文化ク

の学生がいるので、ロンドンでの日本語に対する興

ラブ、11 月に行われる Japan Day、国際交流基金後

味が高まってきていることがわかる。

援の映画の宵、オンタリオ州日本語スピーチコンテ

日本語プログラムは、初級日本語 （5 セクショ

ストへの参加などがあげられる。

ン）、中級下（2 セクション）、中級上そして上級下
の 4 レベル。初級から中級上までは継続的なプログ

http://huronuc.ca/academics/faculty_arts_ss/depar

ラムだが、上級下はレベル･内容的に独立している。

tments/french_asian/japanese_program/index.php

1999 年にデザインされた現在のプログラムでは、

オンタリオ州 ウォータールー大学 レニソンユニバーシティーカレッジ、及び「さくら日本語学校」
国実久美子（Japanese Language Studies コーディネーター）
です。そのため、12 週間の学期が年に三回ある三学

ウォータールー大学レニソンユニバーシティーカ
レッジにおいて、最初の日本語のクラスが開設され

期制をとっています。通年の日本語のコースはなく、

たのは 1989 年秋学期です。当時 1 コース 21 名で始

学生によっては JAPAN101、102、201…と続けて取

まった日本語の課程も、現在では、全部で 8 つのコ

る学生もいれば、１つのコースを取ってから次のコ

ースを開講するまでになりました。2012 年秋学期の

ースを取るまでかなり時間があいてしまう学生もい

受講者数は 274 名にのぼります。

ます。受講者の専攻を見ると、コンピューターサイ

ウォータールー大学の特色の１つは Co-op system

エンス、数学、物理、環境、会計、経済、心理学な
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ど様々で、学習目的も日本への留学や Co-op term の

のびのびと学べる環境になっています。

準備、アニメへの関心、言語への純粋な興味など多

例年、9 月の第 4 週の土曜日には、East Asian Festival

様ですが、どのクラスも活気があり、熱心な学習者

が開かれます。East Asian Studies が持つ日本語、中

が集まっています。

国語、韓国語のコースの紹介だけではなく、文化体

そのほか、一般の社会人を対象としたノンクレジ

験コーナーや歌や踊りなどの公演があり、日中韓の

ットコースもあり、ウォータールー大学の学部生や

文化への理解をより深めてもらうきっかけを提供し

大学院生、ビジネスパーソン、退職した方などが和

ています。2012 年には、在トロント日本国総領事館

気あいあいと基本的な文法・文型と会話を学んでい

の後援により、和太鼓グループの永田社中をお迎え

ます。

しました。今後とも、地域とのつながりを強めつつ、

以上の大学生・一般人向けのコースに加え、2011

さらなる発展・飛躍を目指しています。

年には、さくら日本語学校という子ども向けの学校
を開校しました。2012 年度は、一年生・二年生のは

ウォータールー大学日本語プログラム

な組と Junior Kindergarten と Senior Kindergarten のつ

https://uwaterloo.ca/east-asian-studies/undergrad

ぼみ組の２つのクラスがあり、全部で 14 名の生徒が

uate-academic-plans

元気に日本語や日本文化を学んでいます。国際交流

さくら日本語学校

基金からの助成金や地元の方のご寄付により揃えた

http://uwaterloo.ca/east-asian-studies/sakura-jap

豊富な教材を使い、子どもの体に合った机やいすで、

anese-language-school

学会・イベントのお知らせ
The 2013 Languages Without Borders Conference
Marc Delisle, CASLT (Canadian Association of Second Language Teachers)
Communications Officer

The next Languages Without Borders Conference will

teaching, learning and assessment; Official, Indigenous,

be held from April 18-20, 2013, at the Winnipeg Delta

Heritage and International Languages; the Common

Hotel in the heart of downtown Winnipeg, which is

European Framework of Reference (CEFR) in the

conveniently connected by a skywalk to the Winnipeg

Canadian Context; and Second Languages in society.

Convention Center.

Proposals for communications are pouring in and

As always, the 2013 Languages Without Borders

target a wide variety of topics, from new ideas to acquire

conference promises to be an exciting event that will

and teach vocabulary, to Inclusion in the Second

bring

school

Language Classroom, to the use of social media in the

administrators, university professors, researchers, teacher

second language classrooms, and a lot more. Some of

educators, graduate students, teacher candidates and all

these workshops will address issues specific to the

those involved in the field of second language teaching

Japanese language and the details should be available

and learning. It will offer 100 workshops, presentations

shortly

and roundtables on topics related to: Second language

www.caslt.org/conference13/conference2013_en.php.

together

second

language

teachers,
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The last LWB conference, held in 2011 in Montreal

CASLT group rates to reserve your room at the Winnipeg

featured 4 workshops related to the teaching and learning

Delta Hotel. For more information, visit CASLT website

of the Japanese language and we expect to increase this

at

offering in the 2013 conference.

guyleclair@caslt.org or to mihaelavieru@caslt.org. See

So if you would wish

to seize this opportunity to build your professional

www.caslt.org

or

send

an

email

to

you there!!

curriculum and present a Japanese related workshop at
the 2013 conference, do not hesitate to submit your
proposal online at
www.caslt.org/conference13/conferences-form_en.php or
to send an email to CASLT's Executive Director at
guyleclair@caslt.org.
If you would rather attend the 2013 conference as a
participant,

you

can

register

https://caslt.membershare.ca/event/en/31/24.

online

at

Do

not

wait! Early bird registration will be available until

編集部注－CASLT への入会は、CAJLE 会員は割引適用とな

January 28, 2013 and you can also take advantage of the

ります。21 ページ「会員規定」をご参照ください。

にほんごアートコンテスト
沢田雅子（にほんごアートコンテスト 2013 実行委員）
第 8 回にほんごアートコンテストの作品公募がお

本語を学ぶ背景は皆さん様々で、日本語が母語の生

かげさまで始まりました。参加を楽しみにしている

徒、日本語とは全く関係のない環境に育ち、高校生

生徒の方もいらっしゃるので、また開催できること

になって学び始めた生徒などといろいろです。日本

をとても嬉しく思います。

語のレベルは違っても、同じ土俵で競えるのがこの

このコンテストは 2004 年の初開催以来、国際交

コンテストの魅力だと思います。

流基金や現代美術館、領事館のご支援を得て開催し

審査の対象にはなりませんが、日本語を学ぶ幼稚

てきました。カナダ日本語教育振興会には審査員と

園生や大学生、大人の方も応募でき、展覧会ではそ

して会員の方々にご協力をいただき、大変感謝して

れらを含む全作品を展示しています。開催中には授

おります。私たちは日本語教師による小さなボラン

賞式も行い、毎回とても賑やかな式となっています。

ティア団体にすぎないので、皆様のご支援があって

にほんごアートコンテスト 2013 の詳細は、当ウェ

初めて何とか開催にこぎつけることができています。

ブサイトでご覧になれます。オンタリオ州に限って

「にほんごアート」とは、平仮名、片仮名、漢字

おりますが、皆さんの周りの日本語を学んでいらっ

の言葉を絵で表現する手法です。言葉で説明すると

しゃる方々に、お声をかけていただければ幸いに思

分かりにくいのですが、作品をご覧いただければ、

います。

生徒の方々の創造性に驚かされることと思います。

ポスターへのリンクはこちらです。

対象となるのは、オンタリオ州の学校機関、また

http://www.geocities.jp/ontarionac/

http://www.geocities.jp/ontarionac/wantedposterhiragana

は個人で日本語を学ぶ 1 年生から 12 年生までの方で、

oct102012.pdf

学校または先生を通して応募していただきます。日
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リレー随筆
言葉以外のメッセージ
クラスナイいづみ
レジャイナ大学のラム先生からバトンをいただき、

気よく、私の言いたいことを聞いてくれるのかを分

この度リレー随筆を書かせていただくことになりま

析するようになりました。わかったことは圧倒的に

した。2011 年夏、レジャイナでの研究大会では

若い人(特に大学生)がそれに該当し、年配の人だと

CAJLE の先生方にお世話になりましたが、皆様との

女性よりも男性の方が耳を傾けてくれる人が多いと

再会を果たせないまま、日本に来ることになってし

いうことです。郵便局や駅などの国営機関で働いて

まいました。日本での勉強が終わりましたらまたカ

いる人は年配の女性が多く(それも怖い！)、緊張し

ナダに戻りますので、その時はよろしくお願いいた

て言えることも言えなくなって、いつも冷や汗をか

します。

いていました。しかし電車を乗り間違えたり、道に

今年の 9 月から約 8 年ぶりに日本で暮らすことに

迷ったりして助けを求めているときは、年齢・性別

なり、しかも初めての東京生活です。また教える立

問わず、なぜか皆さん、いつもより私の言っている

場から教わる立場となり、学生の気持ちがとてもよ

ことをわかってくれるのです。これは言葉に関係な

くわかるようになりました。勝手がわからず戸惑う

く、困っている人を助けようという優しい人が多い

こともありますが、それでも言葉の不自由なく母語

ということでしょう。

で生活できるということは、新しい環境ではプラス

若い頃ならただがむしゃらに語学学習をすること

の要素です。日本での生活(特に勉強)が大変だと思

で、言葉の通じない状況を克服できたのでしょうが、

う時は、言葉で苦労した昔のことを思い出して自分

年をとってからは同じようにはいきません。言葉の

を奮い立たせています。少し昔の話になりますが、

上達にも限界があるので他でカバーするしかありま

ここではそんな過去の体験について書いてみたいと

せん。私の場合、こうした毎日の中で人間観察の目

思います。

が養われ、言葉以外の部分で人が発するメッセージ

2004 年から 2007 年までの 2 年半、私はハンガリ

を読み取る力、勘などが養われたと思います。また

ーに住んでいました。渡洪前に語学訓練を受けたも

自分が相手にどのような印象を与えるのか、限られ

のの、30 歳を過ぎてからの語学学習(それも世界最

た語彙や表現でどうしたら相手がわかってくれるの

難関言語の一つのハンガリー語！)は予想以上に大

かを常に考えるようになり、言葉以外のコミュニケ

変で、大して身に付かないまま現地で生活すること

ーションの幅が広がったように思います。こうした

になりました。案の定、言いたいことが通じません。

体験は日本語学習者と接する際にも、非常に役に立

この原因は全て自分のハンガリー語が下手なせいだ

っていると感じます。日本に来てからはそんな苦労

と思っていましたが、生活に慣れてくると、全く同

も忘れかけていましたが、この原稿を書きながら、

じことを言っているのに、わかってくれる人とそう

母語で話すときにももっと言葉以外の部分に意識を

でない人がいることに気が付きました。どうやら外

向けて、久々に人間観察もしてみようと思いました。

国人顔の私がハンガリー語を話しているとは露も思

まとまりのない文章になってしまいましたが、こ

わず、
「外国語はわからない」と思い込んでしまう人

こで次の方、マニトバ州の西川照香さんにバトンを

が多いようです。そのことを知ってから、私は街中

お渡ししたいと思います。西川さんはウィニペグ大

や市場などで人間観察をして、誰が思い込みなく根

学 講師及び、 Manitoba Japanese Canadian Cultural
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Centre (MJCCC) Language School のコーディネータ

同じプレーリー州ということで仲良くさせていただ

ーです。去年 CAJLE の研究大会でお会いしたとき、

きました。よろしくお願いいたします。

執筆者のプロフィール – クラスナイ いづみ
北海道出身。高校教師をしていた時、外国教育施設日本語指導教員派遣事業に参加し、米国・マサチューセッツ州の
高校に派遣される。帰国後高校の現場に戻るが、その後青年海外協力隊(日本語教師)としてハンガリー・ブダペストの
高校に赴任。2007 年カナダに移住。サスカツーン日本語補習授業校、エマニュエル&セントチャドカレッジで日本語を
教える。2012 年 9 月より早稲田大学大学院・日本語教育研究科修士課程に在籍。

CAJLE 掲示板
CAJLE2012 年度 上半期活動報告（2012 年 6 月～11 月）
書記

2012 年
6月

広報部よりニュースレター44 号発行

7 月 22 日

オンタリオ部会 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 10 回」/ 於 国際交流基金トロント日本
文化センター/共催による情報交換会開催
「J-GAP 勉強会第 5 回」開催/ 於国際交流基金トロント日本文化センター

8月

ジャーナル編集部よりジャーナル 13 号発行

8 月 2-3 日

CAJLE2012 年次大会開催。テーマ：「理論と実践の連携」 / 於カナダ アルバータ州 バンフ国立公園 バンフ・
パークロッジリゾートホテル＆カンファレンスセンター/ 共催： CAJLE 及びアルバータ大学 高円宮日本教育・
研究センター. 後援：国際交流基金、アルバータ大学、アルバータ州教育省. 支援団体：CASLT、在カルガリー日本国
総領事館.

8 月 17-20 日

ラム会長が CAJLE の代表（カナダ代表）として名古屋大学で開催された ICJLE2012（日本語教育グローバルネットワーク
代表者会議）に出席。また、同会にて、有森氏は J-GAP のカナダ代表として GN シンポジウムに参加。

9 月 13 日

ウェブサイト担当の有森氏よりサイトの更新報告があった。この更新に当たりアルバータ大学高円宮日本センターの
Caelan Marr 氏にもサポートをいただいた。

9 月 28 日

オタワで開催された CASLT(Canadian Association of Second language Teachers)の総会に CAJLE から小室リー副会長が
出席し、第二回目の提携団体の調印をした。

10 月 20 日

オンタリオ部会「J-GAP 勉強会第 6 回」開催/ 於トロント大学

11 月 1 日

CAJLE2013 年次大会実行委員（小室リー氏、有森氏、青木氏）より来年度の年次大会に関する下記の報告があった。
テーマ：「できる」を評価する―学びを支える教師の役割とは―
日程： 8 月 22 日（木）～24 日（土）
開催地： トロント大学
招聘講師： 鎌田修先生（南山大学）、近藤ブラウン妃美先生（ハワイ大学マノア校）

11 月 20 日

11 月上旬にジャーナル編集部の下條氏より提案があったジャーナル一般公開案が大半の理事達より賛同を得た。
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CAJLE 2012 年年次総会
書記 ウッド・弘枝
2012 年度の CAJLE 年次大会は、バンフ・パーク

告及び 2012 年度活動予定が発表され、理事改選の報

ロッジリゾートホテル＆カンファレンスセンターに

告もあった。

て 8 月 2 日と 3 日の二日間に渡り開催され、総会は

総会議事録は CAJLE ウェブサイト Member’s Area
にてご覧いただけます。 http://www.cajle.info/

8 月 2 日に行なわれた。各部署から 2011 年度活動報

教材紹介
演劇と日本語教育のコラボによるリソースブック「ドラマチック日本語コミュニケーション」が出版されました。その著者のお
一人、ビクトリア大学の野呂先生（元 CAJLE 会長）に本書を紹介していただきました。― 編集部

『ドラマチック日本語―演じて学ぶ日本語コミュニケーション』のご紹介
野呂博子（ビクトリア大学太平洋アジア学科）
どのクラスでも間違

ています。私たちが日常行っている「演技」の延長

うのを恐れてだまって

と考えれば、日本語教育に演劇的な要素を取り入れ

しまう人たちが必ずい

るのは決してむずかしいことではありません。

ます。これでは、意味の

本書は、主として日本国内外で日本語教育に携わ

あるコミュニケーショ

っていらっしゃる方の参考書兼リソース集として書

ンができるようになる

かれています。特に、日本語学習者の口語コミュニ

はずはありません。自分

ケーション能力を高めるにはどのようにしたらいい

から何か声をださなけ

か、日頃ご苦労なさっている先生方のお役に立ちた

ればいけない状況を作

いという願いから本書は生まれました。日本語教育

るのが教師の役割、手腕です。

史上初めて劇作家が日本語教師と共同して日本語学

演劇は話し言葉、つまり人間が話すさまざまな種

習者のために主要なコミュニケーション機能を取り

類の言語形式を使った芸術活動です。話し言葉のジ

入れたシナリオが付録リソースとして含まれていま

ム、つまり話し言葉の訓練をする上で最適な場と言

す。さて、本書には愛称があります。
「ドラマ」と日

えます。
「演劇」は「身体を使って」
、
「具体的な場で」、

本語つまり「ジャパニーズ」の頭をとって「ドラジ

「他の人と」コミュニケーションを作りあげる協働

ャパ」。

作業です。
「演劇」や「ドラマ」という言葉を聞くと、

「ドラジャパ」をどうぞよろしく！

尻込みする方も多いかもしれません。しかし、よく

http://dramaticnihongo.com/

考えてみると、私たちは日常いろいろな役割を演じ
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国際交流基金コーナー
着任のご挨拶
倉沢郁子（国際交流基金トロント）
この9月より、国際交流基金トロント日本文化センタ

当センターでは、従来の日本語教育振興と、日本語

ーに日本語講師として着任いたしました倉沢郁子と申

教育に携わる先生方へのサポートに加え、国際交流基

します。以前は主に米国の高等教育機関で日本語教育

金が開発しているJFスタンダードの普及と、センター

に携わってまいりましたが、この度、多言語政策をか

が実施している各種展覧会や講演会などのイベントや、

かげるトロントにおいてお仕事をさせていただけるこ

図書館等のリソースを活用した文化日本語講座等の実

と、大変ありがたく思っております。

施により、日本語学習者の裾野を広げ、新しい学習者

先日は、東部カナダ日本語教師会合同研修・意見交

の掘り起こしと継続学習の推奨を図ろうとしています。

換会、そしてJ-GAPミーティング等に参加させていた

当センターでの講座の実施が、トロント地域、また、

だき、トロント地域で熱心にご指導をされている先生

カナダ東部地域の学習者数の増加につながり、日本語

方にお目にかかる機会がありました。様々な言語背景

教育のサポートとなるようにと願っております。

を持つ学習者に対して、各教育機関がニーズに合わせ

微力ではありますが、トロント地域、そしてカナダ

たきめ細やかな授業を行っていらっしゃることが、豊

における日本語教育推進にお役にたてるよう、努力し

かなコミュニティーにつながっているのだと実感いた

ていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い

しました。

いたします。

編集後記
◆ “Good Things Never Change.”と書いてあるトラックを見かけました。確か乳製品メーカーのものだったと思いますが、天候等
の外的要因によって品質が大きく左右される業界では、いつも同じ品質で届けることが重要なのでしょう。でも、スーパーで
“New Look, Same Great Taste!”と書いてあるお菓子を見かけた時は「パッケージじゃなくて中身を変えてほしい！」と思ってしま
いました。今号では PD 機会を二つ取り上げましたが、常にアップデート、アップグレードを心がけたいと思っております。（安袁
岐＠王町） ◆先日日本の番組で耳にした 2012 年紅白歌合戦出場者決定のニュース。もうそんな時期なのですね。時間の経
過に焦りを感じつつ故郷を想う今日この頃。今年は北米東部の一部がハリケーン被害に見舞われ、依然として災害というものの
怖さを意識させられます。皆様どうぞお体に気をつけよいお年を。（阿倍＠威廉城） ◆数年前、日本語講座の強力な支援者で
あった我が校の副学長が他大学の学長となって去り、ずっと悲しんでいたところ、なんとこの度、NL で私が担当した記事の著者
から「当校の学長からあなたへよろしく」とのご挨拶をいただいた。NL 編集のうれしいおまけであった。（耳子＠山 A） ◆大会が
終わったかと思うとすでに 12 月。時の経つのがあまりに早く、おそろしい程です。世界中が元気がない今日この頃、元気がでる
楽しいことを見つけ、仕事のストレスをためないよう、白髪をこれ以上増やさないようにしながら、来年も頑張りたいと思います。
（香葉溜＠江土門屯）

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と向上

We welcome everyone interested in Japanese language education.

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

CAJLE membership entitles you to:
- Access to members only page of our website:
- Receive various announcements related to Japanese education via
email.
- Attend the CAJLE annual conference, workshops and other related
events at a reduced rate.
- Present research at the CAJLE annual conference
- Submit a manuscript to Journal CAJLE for consideration
- Special rate for The Canadian Association of Second Language
Teachers (CASLT) membership. (Affiliate Individual Membership is
$15, instead of Regular Individual Membership $45)

会員特典：
- CAJLE ホームページ上の会員限定のコンテンツへのアクセス
- 日本語教育関係の各種ご案内
- 年次大会、勉強会、その他の催しの参加費割引
- CAJLE 年次大会での研究発表資格
- ジャーナル CAJLE への投稿資格
- The Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT)
会員登録の割引適用：年会費$15（通常年会費$45）

会費年度： 毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日

Term of Membership:
st
Membership begins June 1 of that year and ends on May 31 of the
following year.

年会費：
● 一般会員

$45 CA

● 3 年（一般）会員

$120 CA

● 学生会員

$30 CA

● 組織会員 (4 名まで)

$120 CA

Membership Fee:
● Regular Membership: $ 45 CA
● 3 years Membership: $ 120 CA
● Student Membership: $ 30 CA
● Institutional Membership (up to 4 members): $ 120 CA

申し込み方法：
CAJLEホームページのメンバーシップページ（“About us”内）より、オン

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

ラインにてお申し込みいただけます。
小切手もしくは銀行振込によるお支払いをご希望される方は、会員申込
書をご記入の上、メールまたは郵送でお送りください。
申込書、お支払い方法についてはホームページをご覧ください。
http://www.cajle.info
申込先：
Canadian Association for Japanese Language Education

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

P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East, Toronto
Ontario M4W 3T3, CANADA

※連絡先の変更：住所およびメールアドレス等の変更があった場合に

Please notify us at the following email address if you contact
information changes: cajle.kaikei@gmail.com

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