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会長のことば
あぜうえ

会長 畔上ラム智子
カナダでは、ようやく待ち遠しい初夏が訪れ、私

ジャパンファウンデーションからも、平田好氏と齋

の住んでいるカナダ中部は、毎日青空が広がってい

藤典子氏が “Resources Without Borders” という題名

ます。今年の冬は、記録的な大雪に襲われ 5 月に入

で発表をされました。この大会で感じたことは、カ

ってからやっと残雪がなくなり、短い夏が懸念され

ナダの多言語社会、異なる文化背景に伴う言語教育

ましたが、いざ新緑が現れ、青空が広がると人々は

者の葛藤、ターゲット言語習得のためにどのように

そのような懸念などすっかり忘れ、美しい季節を満

学習者の能力を効果的に伸ばすかなどの問題は、私

喫しているようです。

たち日本語教育者が抱えている問題と同じだという

さて、私は、昨年の 8 月に会長就任後、今年の 4

ことでした。まさしく、LWB「言語には境界はない」

月 18 日から 20 日にかけてマニトバ州ウィニペグ市

という言葉通りです。どの言語にしても、教育の原

で開催された The Canadian Association of Second

点、学習者、教育者の問題点はみな一緒なのです。

“Languages

このような共通感を実感できたことは、私にとって

Language Teachers (CASLT) の 大 会

Without Borders (LWB)” に参加してまいりました。

何よりの収穫でした。

CASLT は、二年に一度このような大会を開いており、

教育者の結集といえば、8 月の CAJLE の年次大会

フランス語教育がメインではありますが、今回の大

も、あと二ヶ月程に迫ってまいりました。今回は、

会ではスペイン語、ドイツ語、そしてオジブエ語、

CAJLE 創立 25 年でもあり、発祥地トロントのトロ

ミシーフ語などのカナダ先住民言語、また、日本語

ント大学にて開催されます。意見を交換し、学び、

などが発表の課題に含まれ、カナダ言語教育の焦点

教育者として、一人の人間として、また経験を積み、

がさらに拡大されたような気がします。この大会で

一回り成長することに私たちが少しでも皆様に貢献

は、CAJLE を代表してオンタリオ部会の有森丈太郎

することができたら幸いです。皆様にトロントでお

氏、小室リー郁子氏、青木恵子氏による共同研究発

目にかかる日を心待ちにしております。

“Utilizing CEFR to Foster Articulation Across

最後に、会員の皆様にお知らせしなければならな

Japanese Programs in Ontario” 、小室リー氏による日

いことがあります。長い間 CAJLE の会員、理事と

本語ミニレッスン、そして CAJLE 組織、日本語教育

して貢献して下さっていたウッド弘枝氏が、今年の

についての展示発表 (ラム)をして参りました。

二月に逝去されました。2010 年のバンクーバーでの

表

年次大会では、大会実行委員を勤められ、昨年のバ
ンフの年次大会でも笑顔で元気にお仕事をされ、あ
まりの突然な訃報には、理事一同、出る言葉もあり
ませんでした。この紙面にて、ウッドさんの生前の
CAJLE への貢献を深謝し、皆様に謹んでご通知させ
ていただくと同時に、ウッドさんのご冥福を心より
お祈り申し上げたいと思います。
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CAJLE2013 年次大会
CAJLE2013 年次大会のご案内
CAJLE2013

大会実行委員長 小室リー郁子

力をスパイラルに向上させる学習案をグループに分
かれて具体的に考えていきます。
教師研修Ⅱでは近藤ブラウン妃美氏（ハワイ大学
マノア校）に、タスク中心の授業における到達度を
測るためのツールとして「タスク型アチーブメント
テスト」を取り上げ、適切なフィードバックを与え
ることで学習意欲を高める方法についてお話しいた
だきます。最終日に同氏に担当していただく教師研
修Ⅲでは、日系コミュニティを抱える地域での継承

会場の University College と Hart House (University of Toronto)

日本語教育について理解を深めると同時に、グロー
空と湖の抜けるような

バル化にともない今後さらに増加する傾向にあると

青に木々の緑、そして色とりどりの花が街を彩り、

思われる継承語話者への日本語教育のあり方につい

トロントは今一年で最も色彩豊かな季節を迎えてい

ても皆様とともに考えたいと思います。

Hello from TORONTO!

ます。

三日目に予定している特別講演は、CAJLE と協力

今夏の年次大会は、ここトロントに四年ぶりに戻

関係にある Canadian Association of Second Language

ってきます。これまでトロントでの開催といえばジ

Teachers 会長 Michael Salvatori 氏に、カナダ、特にオ

ャパン・ファウンデーション・トロントにお世話に

ンタリオ州における外国語教育について、現場と現

なっていましたが、今回は初めて会場をトロント大

場を支える教師会、そして行政の三つの視点からの

学に移し、これまでとは少し違った雰囲気の中で 8

お話を伺います。国や州の政策が言語教育、特に英

月 22 日（木）からの三日間をお過ごしいただきます。

仏以外の外国語教育に多大な影響を及ぼすカナダの

「『できる』を評価する―学びを支える教師の役割と

現状は、カナダ以外の地域からの皆様にも興味深い

は―」を大会テーマに掲げ、何をどう評価すること

内容となるでしょう。これと関連するのが CAJLE オ

が学習を後押しする結果に繋がるのか、そして適切

ンタリオ部会による特別企画ポスター発表です。同

な評価を行うために教師に課されている役割とは何

州で行われている多様な日本語教育の現状を知って

か、これらについて皆様に活発な議論を交わしてい

いただき、有意義な情報交換ができればと考えてい

ただきたいと思っています。

ます。

基調講演には鎌田修氏（南山大学）をお迎えし、

研究発表には、口頭発表に加えポスター発表とラ

「使用者」という観点から現実生活における第二言

ウンドテーブルを設けました。国内外からの総数約

語としての日本語の使用場面を観察して、その評価

50 名の方々による研究発表を予定しています。

と教育的意味を考えるお話を伺います。二日目の教

このほか、一日目の年次総会、二日目の懇親会、

師研修Ⅰでは、同氏の指導のもと、プロフィシェン

そして三日間通しての Nihongo Circle による書籍展

シーの概念と言語使用者の考えに基づき、日本語能

示販売など盛りだくさんのプログラムとなっていま
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す。日中の日差しはまだ肌を刺しても、朝晩吹く風

日（土）までが早期登録割引期間となっております。

には時折秋の気配が感じられる 8 月下旬の三日間、

宿泊・交通などの情報もあわせて、こちら

ぜひトロントに足をお運びいただき、互いに知的な

（http://www.cajle.info/programs/cajle-conference-2013-

刺激を与え合い、また志を同じくする者同士交流を

2/）をご覧ください。随時更新中です。

深めていただければと思います。参加申込は 6 月 15

会計より年会費納入に関するお知らせ
会費年度は毎年 6 月 1 日から 5 月 31 日となっております。2013 年 5 月 31 日で期限が切れる会員の皆様には、会員更
新 機 能 の 不 具 合 に よ り 大 変 ご 迷 惑 を お か け 致 し ま し た 。 シ ス テ ム が 復 旧 し ま し た の で 、 CAJLE ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.cajle.info/about-us/membership/）にて会費の納入を行っていただけます。17 ページ掲載の会員規定も合わ
せてご覧の上、お手続きをお願い致します。年次大会では、会員割引に加え Early Bird Registration（6 月 15 日まで）割
引もご用意しております。また、メールアドレスや所属先の変更などありましたら、cajle.kaikei@gmail.com までご連絡くだ
さい。

にほんごサークルより 「トロント・オフィス移転」のお知らせ

新【Toronto Office】 2013 年 6 月 1 日より営業開始

【Waterloo - Main Office 】 変更なし

[Contact name]

Tomoko Matsumoto 松本朋子

[Contact name]

[Phone]

647-907-7520

[E-mail]

nihongocircle@yahoo.com

Kyoko Takahashi 高橋京子 or
Kazuhiko Takahashi 高橋和比古

[Phone]

519-635-3484

● 書籍のご注文、お問い合わせは、上記の電話、

[Fax]

519-884-3998

メールにて承ります。

[E-mail]

nihongoc@rogers.com

日頃より｢にほんごサークル｣をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、私、杉本は日本へ引き
上げることになりました。このスペースをお借りして、皆さまに一言お礼を述べさせていただきます。
｢にほんごサークル｣は、18 年前より CAJLE 年次大会にて教材展示即売をさせていただいております。その際に
は、様々な地域から参加される先生方とも親しくお話させていただき、素晴らしい機会を与えていただきました。心
より感謝し御礼申し上げます。
CAJLE の益々のご発展と皆様方のご健康をお祈りし、今後は日本からエールを送り続けたいと思っております。
引き続き｢にほんごサークル｣をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ― 杉本陽子
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特集記事
CAJLE でも時々勉強会のお知らせを流している「つながろうねっト」は、インターネットを使った、世界中の日本語教師が集
う研鑽・交流の場です。今号の特集は、「つながろうねっト」の活動紹介と、この春に全国日本語弁論大会を初主催したマ
ニトバ大学からの感想記事の２本をお届けします。― 編集部

オンライン教師コミュニティ 『つながろうねっト』
米本和弘（ブリティッシュ・コロンビア大学）
kazuhiro.yonemoto@ubc.ca

皆さんはこれまでに、勉強会や研修会などの案内

ではなく、全ての参加者が情報の受信者になるとと

を目にして、興味はあるものの、時間的、経済的、

もに、発信者になれるような勉強会とするよう努め

もしくは地理的な理由から、後ろ髪引かれる思いで

ています。これらの勉強会は、世界中の様々な場所

諦めたことはないでしょうか。このような経験は、

で行われますが、オンラインで配信されるため、物

カナダという広大で、しかも日本から離れている国

理的な参加は必要ではありません。また、その様子

で教えている先生方にとっては、一度や二度ではな

がインターネット上に保存され、勉強会当日以降も

いかもしれません。

視聴することができるので、勉強会当日の参加が難

最近、教師が自らの考え、教え方を批判的に振り

しくても諦める必要がありません。

返り、学習者に合った教材や教室活動を能動的に生

最近の勉強会は、ブリティッシュ・コロンビア大

み出していく「自己研修型教師」
（岡崎・岡崎、1997）

学の久保田竜子先生とマレーシア科学大学の芝原里

を目指す重要性が指摘されています。しかし、その

佳先生を話題提供者に行われました。当日は、話題

ために必要とされる、自身の考えや思いを共有する

提供者の話を聞いた上で、各会場、またオンライン

場というのは、限られてしまうというのが現実では

では Google+を使って映像通話で、意見交換が行わ

ないでしょうか。

れました。さらに、Facebook のチャットでも多くの

オンラインでのつながりを活かした教師コミュニ

参加者が話し合いに参加しました。参加者からは、

ティである『つながろうねっト』は、そのような問

勉強会の内容や構成に対してだけではなく、様々な

題を少しでも解決できればという思いから生まれま

参加の形を提供している点に対しても肯定的な声が

した。これまで主に１）勉強会の Ustream での生配

聞かれました。

信、及び各地域の教師による Google+を通しての議

カナダ国内にとどまらず、他の国や地域の先生方

論、２）同じテーマでのブログ投稿及びコメントな

の声を聞けるというのも魅力の一つです。様々な新

どを行っており、現在までに様々な国・地域の教師

たな実践や考えを知ることができると同時に、話し

が参加しています。会員登録などは必要ありません

合いを通して自身の実践を振り返ることができる機

し、もちろん会費などもありません。

会となっているのではないかと感じています。さら

勉強会の内容は、ひらがなや敬語の指導といった

に、そのような繋がりから得られた情報や知見を、

ハウツーから、プロジェクトや実践研究の方法など、

学会などの場で共有する機会もでてきました。8 月

自身の教育観を内省できるようなものまで様々です。

の年次大会では、繋がることから生まれた問題意識

また、これまでの講演者対聴衆という構図の勉強会

を基に発表をする予定です。
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なお、下記のリンクから、
『つながろうねっト』の

つながろうねっトホームページ

詳しい情報や、過去の勉強会も視聴することができ

https://sites.google.com/site/sekaitsunagaru/

ます。夏以降も勉強会を行っていく予定ですので、

https://www.facebook.com/tsunagarounet

ぜひお気軽にご参加ください。

第２４回カナダ全国日本語弁論大会を主催して
加山裕子（マニトバ大学）

今年 3 月、マニトバ大学にて初めて全国弁論大会

く、準備には只ならぬ時間と気配りを要します。2

を主催させていただきました。マニトバ大学のアジ

月末から講師の先生一人にいろいろ助けていただき

ア研究科は日本語のコースが 3 レベルしかなく、し

ましたが、ごく少人数で全国大会主催の準備をする

かも常勤・非常勤合わせて教員が全部で 4 人という

のはかなり困難であると言わざるを得ません。高円

小さな学科です。こんな弱小学科では全国大会主催

宮センターの下野先生とコーディネーターのケイラ

などは到底無理だと思ってきましたが、これまで自

ンさんのご尽力で何とか大きな失敗もなく終わりま

分の学生が全国大会で他大学にお世話になっている

したが、大会前の 2 週間は夜も眠れないぐらい気が

恩返しをしたいという気持ちと、下野先生に励まし

気ではなくて、慣れないせいか、領事館とのやりと

のお言葉を頂いたこともあって主催を決意しました。

りや直前に依頼される用事に「これも主催校の仕事

しかし、何しろ初めての経験で分からないことが多

なのか」と気付くことも多々ありました。

く、ほとんど手探り状態で準備を進めていました。

今まで 24 年間続いた全国弁論大会ですが、運営

アルバータ大学高円宮日本教育・研究センターの下

基金・出場者に関してはこれまでの多くの先生方の

野先生には、前年の 10 月からメールや電話で詳細に

努力で充分確立されてきたと言えます。これからの

わたりいろいろとご教示・アドバイスしていただき、

課題は、主催校が毎年率先して名乗り出てくれるか

本当に感謝しております。

どうか、ではないでしょうか。主催校に一番大きな

主催してみて一番のプラスになったと思うのは、

仕事が任されるのは仕方ないとしても、他大学で手

マニトバ大学の学生達が非常に意欲的にボランティ

助けできることもあると思います。地区大会が終わ

アに参加してくれて、それが彼らの日本語学習の新

ってから全国大会までの日数が限られている分、ち

たな動機付けになったことです。普段は「全国大会」

ょっとした遅れが主催校の準備のスケジュールに大

というと、ごく一部の学生のみのイベントで、大多

きなしわ寄せを作ることになります。我々教員はみ

数の学生には全く関係のない行事でした。今年は全

な、日々こなさなくてはならない職場の仕事や授業

国大会がマニトバ大学に来てくれたおかげで、全国

があるわけですから、それが全国大会主催のために

大会には縁のない学生も全国大会の雰囲気を肌で感

等閑になってはいけないと考えます。

じ、他大学の日本語学習者との交流を計ることがで

全国大会を主催してみて、主催校の苦労がよく分

きました。これは学生達にとって、普段の授業では

かりましたので、これから全国大会を主催していく

得られない貴重な経験になったと言えます。

先生方のために、できる限り負担を軽減するような

同時に、全国レベルでの主催となると仕事量も多

方向にしていったらいいのではないかと考えており
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ます。大学によっては、私どもの学科のように人的

催校があるから全国大会が可能だ」と言う方が適切

資源の乏しいところもあれば、数倍大きい学科もあ

かもしれません。

るはずです。そうした様々な主催校があることを考

最後になりますが、この場をお借りしまして今一

慮して柔軟性を備えなければ、将来的に主催校を買

度、今年の全国大会のためにご協力くださった方々、

って出てくれる大学が限られていくだろうという懸

ボランティアの皆さん、基金をご提供いただいた各

念は否めません。よく「出場者がいるから全国大会

団体に、心から御礼を申し上げたいと思います。

が可能だ」という表現を耳にしますが、現在は「主

部会・教師会情報
このコーナーでは CAJLE の地域支部のみでなく、各地の日本語教師会、CAJLE と何らかの形で関係のある団体の活動
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。― 編集部

MHB 海外継承日本語部会の紹介
カルダー淑子（プリンストン日本語学校）

「母語継承語バイリンガル教育研究会」(通称MHB
研究会

トで入手出来ます）

会長：中島和子トロント大学名誉教授)をご

さて、このMHB研究会の中にこのほど「海外継承

存知の方も多いと思います。MHBとはMother Tongue,

日 本 語 部 会 」 が 発 足 し ま し た 。 こ の 部 会 は special

Heritage Language, and Bilingual Educationの略称であ

interest group（SIG）とも呼ばれ、在外の日本人・日系

り、その名前のとおり、バイリンガル教育や継承語教

人の子供を抱える週末学校や補習校の先生がたを中

育に携わる研究者、現場の先生、学生を中心とする研

心に、継承日本語教育に関心を持つ研究者を含めた部

究会です。本部は日本ですが、会員には国内で外国人

会で、主な活動の目的は次のようなものです。

児童生徒の母語支援や日本語の指導にあたる先生も
あれば、海外で継承日本語学習者の教育にたずさわる

・ 文献紹介・ワークショップなど教師の自己研

先生もあり、また聾児の教育にあたる方もありで、こ

修への支援

のような多言語環境にある子供の教育を多角的に捉

・ 教材・授業案・教授法などの情報交換

え、教授法の開発や研究調査を通して学習者の支援を

・ 言語力調査やカリキュラム評価などの調査研

はかる教師や研究者の集まりです。会費は無料で、会

究の相互支援

員には関連のワークショップや勉強会の情報などが

・ 各地の学校の運営動向や地域活動の紹介

配信され、毎年の研究大会では評価法の開発紹介や言
語力調査結果の発表などが行われています。今年の夏

一般に継承語教育にあたる先生は、北米の一部の補

の大会は8月16日、17日の両日、大阪大学で開催され

習校などを別とすれば、教える学校の規模も小さく、

ます。関心がおありの方は、ぜひご参加下さい。

地域によっては教師、運営委員、父母会役員などを一

（会員登録はhttp://www.mhb.jpのサイトから、また大

人で兼ねる方があり、孤軍奮闘されるケースが多いも

会の情報や紀要のバックナンバーの情報も同じサイ

のですが、こうした現場の先生を支援し、情報や課題
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を共有することを目的に立ち上げられたのがこの部

が在外の長い生徒の母語支援に不適切ではないかと

会です。2012年8月のMHBの大会に合わせて開催され

いう悩みを抱えながら教えている先生の多いことも

た第1回の部会には、北米、アジア、オーストラリア、

浮き彫りになりました。自由記入式の回答によると、

EU諸国などから60名を超える先生が集まり、状況報

週末の学校の限られた授業時間では多様な言語背景

告や意見交換があり、活発な会になりました。現在は

を持つ生徒に教科書の内容を消化させることは困難

こうした先生方をつなぐオンライン・ネット「けいし

とする先生のコメントは多く、現行のカリキュラムや

ょうごネット」の開発が有志のタスクフォースの手で

授業方法に疑問を感じるとする声も多数上げられて

進んでおり、今年の８月の大会でのお披露目に向けて

います。一方、クラス内の生徒の言語力のばらつきや

試行が行われています。

学習目的の違いを教えにくさの原因とする先生も多

この海外継承日本語部会はMHB のメンバーであ

くありました。継承語学習者の言語力は、家庭での言

ればどなたでも登録出来ますので、関心がおありの方

語使用状況や本人の渡航年齢、在外年数などによって

はどうぞご参加下さい。MHB への登録を終えられた

同じ年齢の子供の間でも大きな幅があり、言語学習の

後、筆者宛にご連絡頂ければ部会のグループメールに

モチベーションも本人の交友関係や進路予定などに

登録させて頂きますので、calder81@aol.comまでお知

よって移り変わるもので、多様な背景の生徒をクラス

らせ下さるようお願いします。カナダは継承語教育の

内に抱える教師には、カリキュラム編成や授業方法に

伝統が長く、その先生方が参加されれば部会にも大き

従来の国語学習とは違った発想が求められます。

な貢献になると思います。皆様のご参加をお待ちして

こうした環境の中で他地域の先生との情報交換を

います。

求める各地の先生の声はアンケート結果にも多くあ

前記のように、この部会の立ち上げは2012年の夏で

り、それを繋ぐために設立されたのがMHB の海外継

すが、それに先立って、MHB に籍をおく北米補習校

承日本語部会です。本年8月のMHB研究大会では、国

チームの有志が世界各地の週末学校や補習校の先生

内国外の各領域をつなぐパネルや公募による調査研

方に呼びかけ、生徒の言語力や教室における授業の実

究の発表などの他、文部科学省国際教育課長による講

態を探るオンライン・アンケート調査を行いました

演も予定しており、海外子女教育に対する文科省の新

（2011年—2013年にかけて継続）
。この調査は現在も継

しい方針を紹介して頂く予定です。また大会の後の部

続中ですが、回答者が100人を超えた時点での中間デ

会では前記の「けいしょうごネット」の紹介をはじめ

ータは、継承日本語教育の現場の抱える問題がきわめ

として各地の部員の意見交換も予定していますので、

て多様であることを物語っています。北米などの英語

どうぞふるってご参加下さい。

圏を除く補習校・週末学校は、生徒数が40人以下と規

尚、週末学校・補習校の先生を対象とするオンライ

模が比較的小さい学校が多く、しかも地域や学校の

ン・アンケートは現在も続行していますので、情報提

大小を問わず、生徒には現地に永住予定の家庭の子供

供にご協力下さる方は次のサイトから回答をお寄せ

が圧倒的多数を占めるという傾向が見られます。それ

下さるようお願いします。

にもかかわらず、授業の主教材は国語の教科書が圧倒

https://www.surveymonkey.com/s/hoshuukookyooshi

的多数を占めており、このような国内準拠の授業方法

皆様のご参加をお待ちしています。
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CAJLE オンタリオ部会活動報告
有森丈太郎
オンタリオ部会活動ではここ数年『日本語学習を

教育に携わる一員として、このような会を毎

継続させる』と題した地元教師による情報交換会を

回実施してくださる CAJLE の皆様には学校関

中心に活動してきました。例えば高校から大学へと

係者一同心から感謝しております。

いうように、学習者が別の教育機関で日本語を続け
る場合、授業スタイルの違い、学習内容の重複やギ

上坂美和子(マギル大学)

ャップなどで学習の継続が上手くいかない場合があ

オンタリオ部会｢継続｣の会に参加させて頂き、

ります。教師が自分たちの生徒・学生がどのように

大学、コミュニティーセンターなど様々な場

日本語を勉強してきたのか、また、これからどのよ

所で、異なる学習動機を持っている学生にど

うに勉強していくのかを知ることで、継続学習の支

のように日本語を教えていらっしゃるかを伺

援につなげたいという思いで始めた会でしたが、地

うことが出来て本当に参考になりました。ま

元トロントだけでなく周辺都市、遠くはモントリオ

た、オンタリオ部会の皆様が、組織の枠を超

ールからも参加していただけるようになりました。

えてお互いの交流を深めてていらっしゃる様

今回はこれまで参加してくださった方々からの感想

子に、｢羨望｣と言ってもよい感情さえ抱きま

をご紹介したいと思います。

した。モントリオールでは、言語の問題もあ
り、大学同士がある程度のコミュニケーショ

松本朋子(トロント日本語学校)

ンをとっているのみですが、ここでも、なん

日本語学習者を取り巻く環境が多様化してい

とかこのような会合を持つことが出来ないだ

る昨今、J-GAP 勉強会や継続シリーズの参加

ろうかと、考えさせられました。

を通し、日本語教師としてのブラッシュアッ
プもさることながら、各教育機関が抱える悩

第 13 回となる次の会は 7 月 6 日（土）を予定して

みや問題について情報を共有できるこの会で

います。詳細が決まり次第 CAJLE ウェブサイト部会

は、今後の新たな日本語教育の在り方につい

活動ページに掲載します。初めての方もぜひご参加

て、毎回様々な気付きがあります。今回は発

ください。

表の機会を頂き、聞く側から伝える側に回る

CAJLE 部会活動：

事で、各教育現場での生の意見や質問を通し

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

て、新たなる課題も見えてきました。一日本

お問い合わせ：mailto:cajle.ontario@gmail.com

語教師としてだけではなく、カナダの日本語

J-GAP カナダ活動報告
有森丈太郎
J-GAP カナダでは昨年に引き続き、高校、大学、

ロジェクトと題した活動を行っています（NL45 号参

日本語学校などの教師からなる勉強会でシラバスプ

照）
。４月にウィニペグで開催された CASLT （The
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Canadian Association of Second Language Teachers）の

ョンを改善し熟達度の高い学習者を世に送り出すと

Languages Without Boarders 2013 で“Utilizing CEFR to

同時に、外へ向けて日本語教育を発信していくこと

foster articulation across Japanese programs in Ontario”

で外国語教育における日本語の認知度を高める必要

と題した発表をし、このシラバスプロジェクトを中

があると思います。J-GAP カナダの活動がその一助

心に J-GAP カナダの活動を紹介してきました。タイ

になればと願っています。

トルに今回の大会テーマの一つである CEFR が入っ

また、J-GAP カナダでは昨年、オンタリオ州での

ていた数少ない発表でしたが、残念ながら聴衆は日

継続学習の状況を把握するためのアンケート調査を

本語教育関係者のみでした。要因はいくつかあるで

行いました。その結果、大学や日本語学校などで勉

しょうが、一つには日本語教育に対する関心の低さ

強を続ける既習者の８割以上が州内の移動であるこ

があると思います。カナダの外国語教育における日

と、また６割以上が新しい機関で初級の繰り返しを

本語教育の地位は決して確立されているとは言えま

経験していることが見えてきました。この調査結果

せん。日本語だけでなく、学習者の少ない言語プロ

を今後の活動に生かしていきたいと考えています。

グラムは予算削減などの煽りを受けやすい立場にあ

ご協力いただいた機関の皆様、改めてお礼申し上げ

ります。このような状況において、日本語教育の地

ます。詳しい調査報告は下記 J-GAP ページに掲載し

位向上は我々教師にとっても重要な課題ですが、日

ています。

本語教育の可視化とアドボカシーが鍵となるのでは

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

ないでしょうか。そのためにはアーティキュレーシ

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

学会・研修会情報
Cognitive and Functional Approach to the Study of Japanese as a Second Language Symposium
日本語第二言語習得学の認知的・機能的アプローチ
Kaori Kabata, University of Alberta
Kiyoko Toratani, York University

This

one-day

symposium

will

consist

of

paper

The Prince Takamado Japan Centre at the University of

presentations and a keynote lecture by Dr. Yasuhiro

Alberta will be hosting Cognitive and Functional

Shirai,

Approach

a

presentations by two invited speakers: Dr. Natsuko

Second Language Symposium as a pre-conference event

Tsujimura, Indiana University, and Dr. Kimi Akita,

at the 12th International Cognitive Linguistics Conference

Osaka University. The full program as well as abstracts

(ICLC-12). The symposium, to be held in Banff, the

are

heart of the Canadian Rockies, on Friday June 21 2013,

<www.ptjc.ualberta.ca>.

is co-chaired by Dr. Kaori Kabata, University of Alberta,

will be English. Registration is free, but please confirm

and Dr. Kiyoko Toratani, York University.

your attendance by emailing us at <ptjc@ualberta.ca>.

to

the

Study

of

Japanese

as

10

University

available

at

of

the

Pittsburgh

conference

as

well

website

as

at

The conference language
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学校紹介
ブリティッシュ・コロンビア州 St. George’s School 聖ジョージ学園
http://www.stgeorges.bc.ca/
Martha Bassett, St. George’s School

As part of our vision to be Canada’s world school
for boys, St. George’s offers six languages:

We are fortunate to be blessed with the NihongoBC

French,

website and the Japanese Consulate, the Nikkei Centre, a

Spanish, Mandarin, Latin, Japanese and German.

JLPT test site, the BC Japanese Speech Contest, SFU &

Although a second language is compulsory through

UBC Japanese language programs, and Nitobe Garden all

Grade Eleven, the many alternatives mean that the

within commuting distance; and we participate in their

Japanese program is challenged both to recruit and retain

events as often as possible.

students, and also to continuously innovate and upgrade.

have two voices teaching Japanese: one younger and

Japanese was first road-tested as a twice-weekly

I am also grateful to now

informal male, along with my own older, rather formal

lunchtime club in 1991, inaugurated in the timetable in

one.

1992, and has now grown to JPN 8 (three ten week terms

Professional Development supported by the Japan

of shameless recruiting using romaji), JPN 9, JPN 10,

Foundation in Vancouver, Whistler, Kobe, Urawa, and

JPN 11/12 Accelerated, and JPN 12 Advanced Placement.

summer in Canada; the Hakuho Foundation in Tokyo;

We are one of three schools in BC offering Advanced

and

the

Japan

Placement. We also recruit through annual Grade Six

Forum

workshops complimenting the BC curriculum about

have

Japan. Students are provided with lists and transparencies

invaluable to help

of the kanji radicals with their meanings in English and

us keep up as the

are invited to invent their own original kanji compounds,

Japanese

on-line
been

for example 心 inside 口 to mean ‘heart in mouth –

curriculum

afraid’. Creating new characters works for both students

changed. In 1991

has

new to kanji as well as our many knowlegeable Asian

the BC Scope & Sequence included only fifty kanji and

heritage students.

the Kimono textbook series was more than adequate.
Then the BC curriculum was upgraded and more recently
Advanced Placement Japanese was introduced. At first
only heritage learners were interested in AP; however
now almost the entire cohort of Grade Nine plans to do
AP. This has meant revamping the entire program to
provide a stronger foundation from Grade Nine.
Because our enrollment is small it has been
possible to upgrade teaching materials along with
changes in curriculum and new publications as they
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became available. We have used Japanese for Beginners

classes with 11/12 Accelerated and AP together in the

in romaji (published in 1976 and still my favorite

same block; and also relentless promotion with a

illustrations), Kimono, Youkoso, Ima!, Genki 1 & 2; and

lunch-time

we are now transitioning to a new Tuttle series Levels

homestays, and leading a student tour to Japan every

1-3, Beginning, Intermediate, & Advanced Japanese that

second year. We are even hoping to send some Venture

is tailored to the AP curriculum.

Scouts to the Jamboree in Japan 2015.

anime/manga

club,

on-line

pen-pals,

The disadvantage of small enrollment is split

リレー随筆
伏線、または芋蔓？
西川照香（ウィニペグ大学及びマニトバ州日系文化センター）
人生の中にはいろいろな出会いがあり、そしてそれ

その間、伏線（または芋蔓）は見えないところでどん

がつながっていく…と書くと、私を知る人はいつにな

どんと大きくなっていたのだ。更に時間を経て、昨年

く…と苦笑されるだろう。

のバンフでの「隠し芸」ご披露にもつながった。自身、

昨年のバンフで開催された年次大会の夕食会にて

驚きであり喜びでもあった。

の余興に「隠し芸大会」かと言われた方々もあったと

どんな伏線がひかれているか、地中でどんな芋が育

きく。が、大会実行委員長はともかく、実はあれが私

てられているのかは普段わからない。時には折角育て

の昨年までの「本職」で、大会に出席していたこと自

ていた苗が枯れてしまったように見え、落胆さえする

体が「隠し芸」。というのも、私は本来音楽、室内楽

こともある。が、掘ってみると「こんなところから」

演奏や作品の時代文化背景を語ってピアノを弾くと

「こんなつながりから」とか「こんなのが」いう意外

いうのが本職。ならば一体何をやっているのか、と訝

な豊作に恵まれる。してみれば、
「隠し芸」や「本職」

しく聞かれることもある。多才ですね、とお褒めをい

などという区別はなく、すべてが私の「芋」なのだ。

ただくこともある。どちらにせよすんなりとコトが私

そういった収穫を感謝とともに愉しむ。そう考えると、

の思うようには運ばなかった。幸か不幸か諸事情によ

人生さらに深い味わい方ができるかもしれない。その

りアルバータ大にて、博論は「日本西洋音楽史」を当

時の収穫を喜びとともに慈しみ、今はどんな「芋」が

時流行っていたフェミニズムや “East Meets West” の

育ってるんだろう。どんな伏線が張り巡らされている

観点からまとめるようにという指示がでた。それまで

んだろう。おいしいワインを片手にさらなる成長に思

の「ドイツ」一辺倒から「日本」へ。専門外ゆえ、形

いを馳せる。それは至福の時なのかもしれない。

になるのに単位取得など論文執筆開始までに要した

次号は国際交流基金よりアルバータ教育省に派遣

のと同じ歳月がかかった。忸怩たる思いだった。が、

され、大活躍されている平田好先生です。

12

CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 46 号

執筆者のプロフィール – 西川照香（にしかわ てるか）
アルバータ大学音楽学部博士課程卒業。在学中よりドイツ、香港、日本、アメリカ、カナダで演奏活動をする。邦楽と西
洋音楽の融合、日本西洋音楽受容、日本女性作曲家等が専門。現在、ウィニペグ大学日本語文化学科講師。マニトバ
州日系文化センター日本語学校コーディネーター。

マニトバ州日系文化センターで日本語を学ぶ高校生と職員が、この春国際交流基金関西国際センターにて訪日研修を行
いました。詳細はこちらをご覧ください。http://www.jfkc.jp/ja/news/2013/05/post-97.html

― 編集部

CAJLE 掲示板
CAJLE 2012 年度下半期活動報告 （2012 年 12 月～2013 年 5 月）
書記
理事会担当報告及び承認事項
2012 年
12 月

広報部よりニュースレター45 号発行

12 月 8 日

オンタリオ部会「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 11 回」/ 於 国際交流基金トロント日本文化
センター
オンタリオ部会「J-GAP 勉強会第 7 回」開催/ 於国際交流基金トロント日本文化センター

2013 年
1 月 19 日

CAJLE2013 特別企画ミーティング/ 於トロント大学

2月9日

オンタリオ部会「J-GAP 勉強会第 8 回」開催/ 於トロント大学

2 月 13 日

2 月 3 日に理事のウッド弘枝氏が突然逝去されたとの訃報を受けて、ラム会長より、ウッド弘枝氏のご葬儀にご霊前、ご
家族に供花等を送る提案があり、承認された。

3 月 24 日

オンタリオ部会「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 12 回」/ 於 国際交流基金トロント日本文化
センター

4 月 10 日

ラム会長より理事の欠員補充の提案があり、萩原あみ氏(University of Northern British Columbia）が理事に承認され、
書記に就任した。

4 月 18 日～

CASLT Languages Without Borders, National Conference for Second Language Teachers がマニトバ州ウィニペグ市で開

20 日

催された。ラム会長が招待され、CAJLE の展示発表を行った。CAJLE の研究発表としては有森氏、小室リー氏、青木氏
(欠席)による｢Utilizing CEFR to Foster Articulation across Japanese Programs in Ontario｣の発表が行われた。さらに、小
室リー氏は 2 日間に渡り日本語ミニレッスンを行った。

5 月 11 日

オンタリオ部会「J-GAP 勉強会第 9 回」開催/ 於トロント大学
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教材紹介
日本語と日本文学を同時に学べる、オンラインサポート付のテキスト「マンガ 『坊っちゃん』」が出版されました。著者の増
山先生に本書を紹介していただきます。― 編集部

「マンガ『坊っちゃん』」のご紹介
増山和恵（カリフォルニア州立大学サクラメント校）
英語圏における日

れ、その文化的背景や価値観を考える機会のテキス

本文学の授業では英

トと位置付けしました。文学作品をより楽しめるよ

訳された日本文学を

うに、コロラドカレッジのエリクソン先生による漱

読むか、日本語文学

石文学の意義、面白さなどの紹介・解説ページも含

作品を翻訳、もしく

まれています。最終的に日本語を学習している大学

は読解していくとい

生・大学院生に限らず、中高校生、継承語日本語学

った授業形態が多い

習者、日本文学に興味のある英語圏の読者、日本人

です。後者の場合、

など、幅の広い人々に読まれるようになりました。

内容の多さや難しさ

各章の構成ですが、日本文学・日本語授業に導入

のため、引用文や一

しやすいように、まず「読む前に」で登場人物の一

部の抜粋だけを読んだり、内容理解はバイリンガル

人がその章のプレビューを短い段落で紹介し、メイ

本や映画を導入しながら大まかに紹介したりする授

ンテキスト（マンガ）は会話文・短いナレーション

業形式になる傾向が見られます。そんな中、なんと

を中心とし、最後に原文の一部を引用しました。授

か日本語で文学を深く読み楽しんでいくことができ

業活動例は、ウェブ上の「内容理解の質問」
「理解し

ないかというディスカッションが 2008 年の ATJ と

ましょう」
「表現しましょう」というコーナーで紹介

AAS の会議であり、この「マンガ 『坊っちゃん』」

しています。また、
「ことば・文化ノート」では、各

が誕生するきっかけとなりました。当時どの作品を

章をより深く読み込んでいくためのエッセイやアイ

手がけるかなどで紆余曲折しましたが、最終的に学

ディアも掲載されています。詳細は出版社のウェブ

園ドラマという親しみやすいテーマの近代文学「坊

サ イ ト (http://www.yumani.co.jp/Botchan-en/) と 私

っちゃん」(1906) が選ばれました。日本で活躍して

の jcosmos ページ（http://jcosmos.com/moodle/）をご

いるマンガ家さんと話し合いながら、原作にできる

覧ください。jcosmos のページは Log in as a guest で

だけ忠実に英語圏の読者（日本語中級レベル）に分

入ることができます。スケジュール例、マンガのセ

かりやすい構成でマンガ化することを心がけました。

リフオーディオ、内容理解の質問、オンライン活動

原作は 11 章あるのでマンガも 11 章にし、各章の内

例、などもあります。

容を 10 ページから 16 ページにまとめ、登場人物、

日々の授業では、登場人物の気持ちや性格、場面・

場面、人物の気持ちなどをわかりやすく表現し、文

情景、出来事を分析しながら、主題をクリティカル

学を身近なものに感じさせるように工夫しました。

に吟味し、明治という時代背景を考慮しながら、文

また、明治という時代背景を尊重し、語学テキスト

学の歴史的意義・普遍性などについて考えさせる機

という枠を越えて日本の文化、社会、生活習慣に触

会を与えることが望ましいと思われます。その為に、
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作品を読みこなすために必要な語彙表現の知識・理

(http://goo.gl/KNGJE)をご参照ください。

解はもちろんのこと、中級から上級への橋渡しをす

内容重視の外国語教育という教育の流れの中で、

ることで、あらすじの描写を始め、登場人物の気持

日本語教育でも日本文学を積極的に授業に取り入れ

ち・性格・人間関係、出来事とその原因理由を描写

る機会が増えてきました。このテキストの使い方は

説明する力、意見、感想、主題を述べる言語能力、

千差万別、先生方次第でどのような形でも授業に導

意見交換するのに必要な言語能力の養成を掲げるこ

入できると思います。授業で使われてうまくいった

とが大切だと思います。詳しくは AATJ2013 で発表

例などがありましたら、ご連絡いただけるとありが

し た 『 学 習 ゴ ー ル と ア セ ス メ ン ト 』

たいです。

国際交流基金コーナー

JF 日本語学習用ウェブサイト「まるごと＋（プラス）」の紹介とカナダにおける JF 日本語教育支援活動について
倉沢郁子（国際交流基金トロント）
国際交流基金では、日本との架け橋として日本語

な、カタカナ、また各課で学ぶ漢字の形や書き方を、

を通じた交流と相互理解ができる人材の育成支援の

音声・動画とともに確認できます。語彙も、各課に

ため、世界 26 か国の基金在外拠点等で、JF 日本語

関連する言葉をイラストとともにテーマ別に練習で

教育スタンダードに基づいた日本語講座を開設して

き（例：Topic 7 まちにあるもの）
、日本語のタイピ

おり、約 1 万人が学んでいます。CEFR（ヨーロッパ

ングの仕方の説明もあります。「④ Introduction to

言語共通参照枠）をもとに作られた JF 日本語教育ス

Japanese」では、日本・日本語に関する基本的な情報

タンダードの具体的な「Can-do」を使用し、日本語

を簡単に紹介し、日本語学習に興味がある方への導

学習者の皆さんが、少しでも多くの「できる」を学

入としてもお使いいただけます。

習過程で増やすこと、そして相互理解のための日本

当センターでも、2011 年から JF 日本語講座を開

語を身につけることができるよう応援しています。

講しています。学習継続、学習サポートの一環とし

その JF 日本語教育スタンダード準拠教材「まる

て利用していただける発音、ひらがな復習講座、多

ごと」が 2013 年秋に市販化されることになり、それ

読を用いた読解講座、当センターでの展覧会やイベ

に先立ち、自習用ウェブサイト「まるごと＋（プラ

ントをもとにした日本文化・日本語講座、映画講座、

ス）」が完成しました。「まるごと＋」には４つのゾ

旅行会話講座等、テーマやスキルに特化した講座を

ーンがあり、
「① やってみよう」、
「② せいかつとぶ

実施しています。この 3 月は、東日本大震災 2 周年

んか」、
「③ Basic Training」、そして「④ Introduction

にあたり、国際交流基金が共同制作した「Light Up

to Japanese」があります。「① やってみよう」には、

Nippon」（2012 年、28 分）を題材に映画講座を実施

各トピックの「Can-do」にあわせ、課題遂行のため

しました。震災の概況、東北の地理、お盆などの日

に必要な表現を、映像や写真を用い、具体的な場面

本の風習、そして原発についての討論等行いました。

で練習ができるようになっています。「② せいかつ

この「Light Up Nippon」はウェブサイトから動画ク

とぶんか」のゾーンでは、日本の生活や文化につい

リップにアクセスでき、日本語教材としても多様な

ての動画を用意、
「③ Basic Training」では、ひらが

アプローチが可能かと思われます。

15

CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 46 号

また、国際交流基金派遣アドバイザー（アルバー

リソース

タ州教育省）による“スカイプ茶話会”、そして

まるごと＋（プラス）
：

“Nihongo-Canada”等のメーリングリストを通して、

http://marugotoweb.jp/

日本語教育関係者のつながりの場を提供しています。

Light Up Nippon：

リストサーブ“Nihongo-Canada”はカナダの日本語

http://lightupnippon.jp/light/documentary.php

教育関係者（機関種別、所属を問いません）の情報

リストサーブ“Nihongo-Canada”:

交換の場です。研修やグラント情報の受発信だけで

Nihongo-Canada-subscribe@yahoogroups.com

なく、授業や教材に関する疑問があったときも
Nihongo-Canada でぜひきいてみてください。参加も

お問い合わせ

脱退も自由です。また、“スカイプ茶話会”(バーチ

JF 日本語講座： koza@jftor.org （国際交流基金トロ

ャルコーヒーショップ)は月 1 回開かれています。開

ント日本文化センター 日本語講座担当）

催日時は“Nihongo-Canada”を通じてお知らせして
います。

編集後記
◆先日、世界名作劇場アニメ「赤毛のアン」を見た。1979 年放映とある。赤毛のアンと言えば、カナダ文学の名作の一
つに数えられ、舞台となったプリンス・エドワード島を訪れる日本人観光客は今も多いと聞く。私は今の今までこの名作
に触れる機会がなかったが、アニメを見てすっかりアンの虜になってしまった。どんどん引き込まれてしまう。ストーリーの
魅力はもちろんのこと、表情が、風景が、声が、語りかけてくる。調べてみると、スタッフは後にスタジオジブリとして世界
的な大ヒットを世に送り出すことになる、高畑勲、宮崎駿、近藤喜文など錚々たるメンバー。この素晴らしい作品を、皆さ
ん、ぜひご覧になってください。（安袁岐＠王町） ◆怒涛の期末シーズンが過ぎ去り、学生たちにも（先生たちにも!）穏
やかな表情が戻ってきました。キャンパスはすっかり卒業式モード。そんな中、過去の祝辞について、ＯＯ年のこの スピ
ーカーの切り口はさすが芸術家だ、この人はプロのはずなのに学生の視点をイマイチ考慮していなかった、などと分析
的で時に辛口な議論が交わされているのを耳にしました。よく私もネットで TED トークや著名人によるスピーチについ見
入ってしまいますが、面白いエピソードを交えつつ簡潔に相手の心を掴む話し方には、あながち 日本語教育に無縁と
は言えない、真似したい術が潜んでいそうです。（阿倍＠威廉城） ◆今年の「カンヌ国際映画祭」で、日本の監督、是
枝裕和氏の作品が審査員賞を受賞した。これまで映画やドラマを見て、ファンになっていた私は、とてもうれしかった。
受賞の作品はまだ見ていないが、来年度の授業では、ほのぼの楽しい 2012 年の TV ドラマ『ゴーイング・マイ ホーム』
を紹介したいな、と思っている。「クーナ」という小さな人間たちが出てきます。（耳子＠山 A） ◆最近、「継続は力なり」、
という言葉の奥深さをいろいろな場面で実感します。CAJLE ニュースレターも 46 号、これはまさに CAJLE 理事の方々
のチームワークとチーフのリーダーシシップの賜物です。今後も会員の皆様に役に立つ情報がこのニュースレターを通
じて届けられることを願っています。（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

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.

CAJLE membership entitles you to:

会員特典

CAJLE membership entitles you to:

- 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

- Access to members only page of our website:

- 日本語教育関係の各種ご案内

- Receive various announcements related to Japanese

- 年次大会、勉強会、その他の催しの参加費割引

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 Teachers

related events at a reduced rate.

(CASLT) 会員登録の割引適用：年会費 $15 （通常年会費

- Present research at the CAJLE annual conference

$45）

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

会費年度

Membership $45)

毎年 6 月１日から翌年 5 月 31 日まで。

Term of Membership:
Memberships start every June and continue through May of the

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

following year.
Membership Fee:

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

Regular Membership

$ 45 CA

3 years Membership

$ 120 CA

Student Membership

$ 30 CA

Institutional Membership (up to 4 members)

$ 120 CA

小切手もしくは銀行振込によるお支払いをご希望される方は、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。

How to Join:

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。

Please visit our website and open “Membership” page through

http://www.cajle.info

“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,

申込先：

please fill out the application form (available on www.cajle.info )

Canadian Association for Japanese Language Education (CAJLE)

and mail or email it with the appropriate membership fee.

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

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

※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

CANADA

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

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