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皆さま、こんにちは。今年はもう春は来ないのではと思えるほど
冬が長く、イースターを過ぎた後も寒い日が続いていましたが、よ
うやくトロントは冬物を片付けても大丈夫かと思える陽気が続くよ
うになりました。とは言いましても、カナダ東部や緯度の高い地域
では、まだ暖房の電源を入れたくなるような日があると聞きます。
皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて、８月の年次大会まで３か月を切り、実行委員たちはプログ
ラムの詰めに入りました。皆さまにご紹介できる日も遠くありませ
ん。日本語教育に情熱をかけるさまざまな分野・機関の方々と親交
を深め、知的な刺激を受け、忙しくなる秋の新学期を前に爽やかな
西海岸で夏を締め括っていただければと思います。詳細は実行委員
長からのご案内ページをご覧ください。
昨年総会にて皆さまにご報告いたしましたが、オンタリオ部会と
アトランティック部会の解散を受け、その後部会という枠にとらわ
れない地域活動の活性化を図ってまいりました。その芽が少しずつ
出ようとしている兆しが見られます。昨夏の年次大会翌日にモント
リオールで開催された情報交換会に続き、今夏も大会翌日バンクー
バーの先生方を中心とした集まりを企画しています。８月下旬に
は、トロント地域を中心に活動していたアーティキュレーションに
関する勉強会を、南アルバータ教師会の主催でカルガリーにて実施
する計画も進行中です。CAJLE が会員の皆さまのために全国規模で開
催できる事業は、現在のところ夏の年次大会に限られていますが、
今後このような地域ごとの活動を通して、カナダ全体の日本語教育
の活性化に貢献できればと考えています。また、イベント開催地へ
足を運ぶことが難しい会員の皆さまもいらっしゃる現状を鑑み、ウ
ェブサイトのコンテンツの充実などを中期～長期計画として検討し
ています。こちらもどうかご期待ください。
実はここで一つ悲しいご報告があります。トロント日本語学校の
校長を数十年にわたって務められ、CAJLE の設立時に多大なご尽力を
いただき、その後も長きにわたり CAJLE を応援してくださっていた
名誉理事田中登志枝先生が、今年１月多くの方に惜しまれながら他
界されました。ここに CAJLE として感謝の気持ちを記すとともに、
先生のご冥福を心よりお祈り申し上げたいと思います。先生、あり
がとうございました。
では、皆さま、８月海の香りのするバンクーバーでお目にかかり
ます。それまでどうかお元気で、よい夏をお過ごし下さい。
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CAJLE は発足以来今年で 27 年目を迎え、会員向けニュースレターは 2015 年 6 月発行のこの号をもちまして第 50
号となります。この四半世紀の歩みを記念して、2 代目編集長西島美智子氏に回顧録をお願いしました。 ― 編集部

CAJLE ニュースレター50 号発行に寄せて
西島美智子（ニューブランズウィック大学・セントトーマス大学）
カナダ日本語教育振興会が発足したのは 27 年前の 1988 年のこと。その２年後の 1990 年 10 月にはニュースレ
ター創刊号が発行されました。そしてそれ以来、一度も途絶えることなく、年２回の発行が続けられてきたこと
は、大変すばらしいことだと思います。
この原稿を書くに当たり、編集部にお願いして創刊号の電子コピーを送っていただきました。それは、ワープ
ロ打ちしたものと、印刷物のコピーを切り貼りしたものを合わせて仕上げてあり、高橋和比古編集長のご苦労が
伝わってくるものでした。また、創刊号から英語版もあり、石田幸三氏がその英語版を作成されていたことを知
りました。
私がカナダ日本語教育振興会の会員になったのは 1995 年でした。その当時は電子メールを使用している会員
の割合もまだ多くはなかったため、会員をつなぐネットワークとして、また、日本語教育に関する情報源として、
ニュースレターの果たした役割は大きかったと思います。特に私のように遠隔地（ニューブランズウィック州）
で孤軍奮闘（！）しているものには、年に２回郵送されてくるニュースレターは楽しみでした。
そして、私が初代編集長からニュースレターの仕事を引き継ぐことになったのは、1999 年でした。前年に理事
に加わり、初めて出席した理事会の席で、編集の経験などほとんどないまま引き受けてしまったのです。今から
思えば大胆だったとしか言いようがありません。記事の依頼に快く応じてくださった方々、そして、まとめた原
稿の校正と編集作業を行ってくださった杉本陽子氏、のちには現会長の小室リー郁子氏のサポートなしには果た
せないことでした。
また、当時はニュースレターをすべて印刷所で印刷し、トロント事務局のみなさまが郵送作業を行ってくださ
っていました。会員のみでなく、関係団体へも発送していたため、常に最新の住所録を維持しておくのも大変な
作業でした。長年事務局でご尽力くださったみなさまに心より感謝いたします。
そして、時代は急速に電子化へと進みました。2003 年から、すでに公開していた CAJLE ホームページへのニュ
ースレター掲載が始まり、32 号（2006 年 6 月、楊暁捷編集長）からは、すでに電子メールを使用していた多く
の会員にメールを通してニュースレターを配信するようになりました。さらに、４代目編集長の室屋春光氏の時
代を経て、45 号（2012 年 12 月）からは、ニュースレター発行と同時に最新版がホームページにも掲載されるよ
うになりました。
現在、ニュースレター編集部チーフの青木恵子氏は、2008 年からこの仕事に携わって、編集部の方々とともに
内容豊かなものを発信し続けてくださっています。今後の更なるご健闘を祈り、お祝いの言葉とさせていただき
ます。
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CAJLE 2015 年次大会のご案内
大会実行委員長 津田麻美
バンクーバーでは、瑞々しい緑と色とりどりの花々に彩られた、１年で最も美しい季節が始まりました。今年
はサイモンフレーザー大学（SFU）のサポートのもと、ロケーション抜群の SFU ダウンタウンキャンパス・ハー
バーセンターにて年次大会を行います。
バンクーバーはアジア諸国からの移民も多く、日本語は人気の外国語の一つですが、必ずしも全ての学習者が
教室で同じように言語を学んでいる訳ではありません。グローバル化やテクノロジーの普及により、学習者の背
景や学習目的、学習の形も益々多様化しています。さらには、個々の学習者にとって日本語が「母語」なのか
「第二言語」なのか、あるいは「外国語」なのか、という境界もより曖昧になってきています。そこで、基調講
演には、学習者オートノミーなどの研究でご活躍の大阪大学の青木直子先生をお迎えし、多様化し続ける日本語
学習に対応するため、我々教師が学習者のニーズをどのように考慮し、教育を行っていけばいいのかについてお
話いただきます。又、教師研修では、学習目的も背景も異なる学習者の、教室外の学びをどのように生かし、教
室内で効果的な学習活動を組み立てていくかについて、青木先生と共に考えてみたいと思います。
大会の最後を飾るのは、日本語を中心とした外国語教育のイノベーションについての公開討論会です。カナダ
外国語教師会およびブリティッシュコロンビア大学のウェンディー・カー先生による司会のもと、高校からキャ
シー・シャノン先生、コリーン・リーヘイズ先生、大学から青木直子先生、服部圭子先生の四名の先生方をパネ
リストにお迎えし、討論を行います。パネリスト各 15 分の発表の後、30 分の公開討論の場を設けますので、参
加者の皆様からの活発な質問や議論を期待しております。又、２日間にわたる口頭発表とポスター発表に加え、
Nihongo Circle による書籍販売も予定しています。
皆様にお越しいただく 8 月のバンクーバーは、日が長く、太陽は 9 時頃まで沈みません。会場のハーバーセン
ターを一歩出れば、ガスタウンやカナダプレイスなどの観光スポット、おしゃれなレストランやカフェも徒歩圏
内です。大会終了後も充分にバンクーバーの夏を楽しんでいただけると思いますので、大会ウェブサイトの観光
情報等もあわせてご覧下さい。大会登録の早期割引は 6 月 30 日までです。お早めにお申し込みください！
大会ウェブサイトはこちら：http://www.jp.cajle.info/cajle2015/
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I NVITATION TO CAJLE2015 CONFERENCE
ASAMI TSUDA, O RANIZING C OMMITTEE

FOR THE

CAJLE 2015

Vancouver has entered summer, the season relished with succulent green and flowers of various colours, the
most beautiful season of the year. With the support of Simon Fraser University (SFU), our annual conference will
be held at Harbour Center, SFU Downtown Campus.
Vancouver has a high population of Asian immigrants. While Japanese is a popular language studied, it is not
the case that every learner studies the language in the same way. With the advent of globalization and technology
there is now an increasing variety of study goals and methods. Another recent trend is the increasing
indeterminacy as to whether Japanese is a mother tongue, a second language or a foreign language for each
learner. For the keynote speech we have invited Professor Naoko Aoki of Osaka University, prominent in the
study of student autonomy, to speak about how we instructors should think about students’ needs and address
them in teaching. In the teacher workshop, Professor Aoki will lead the discussion on how we might be able to
construct an effective learning environment that would accommodate the diverse backgrounds of the students.
The concluding event of the conference will be a panel discussion on innovative teaching in second language
teaching with a focus on Japanese. Professor Wendy Carr of the University of British Columbia will chair the
panel, and the panelists include two high school instructors, Kathy Shannon and Colleen Lee-Hayes, and two
university professors, Professor Naoko Aoki and Professor Keiko Hattori. Each panelist will speak for 15 minutes,
and there will be a 30 minute panel discussion. In addition to the presentations and posters, there will also be a
book fair by Nihongo Circle.
August in Vancouver is beautiful, and the sun does not set until 9pm. Step out of our venue, Harbour Center,
and immediately you will find such places as Gastown, Canada Place, stylish restaurants and cafes. We invite
you to take a look at the tourist information on the conference website. http://www.cajle.info/cajle2015/
Early bird registration discount is until June 30. Please register early!

地域研修会支援
第1弾

日本語教師情報交換会 IN バンクーバーのお知らせ
ベイリー氏江智子（バーナビー日本語学校）

カナダ内外多方面の日本語教育機関が一堂に会する機会を利用し、年次大会翌日に情報交換会を企画いたし
ました。それぞれのプログラムの特徴やどんな特別な活動をしているのか、また学習者の日本語学習継続を
どのように支援できるかをテーマに、教育機関の代表８校(予定）によるプレゼンテーションの後、全体でデ
ィスカッションをします。年次大会に加えてこの情報交換会に参加していただくことで、より一層の交流が
図れ、少しでも今後の皆様の日本語教育のお手伝いになることを願います。
＊日時：2015 年 8 月 22 日(土)午前 9:30 より 12:30 まで
＊場所：バンクーバー日本語学校 487 Alexander St, Vancouver BC
＊申し込み期限：6 月 30 日（火）

詳細・お申し込み方法はこちらをご覧ください。
4
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特集記事
カナダは国土が広大なこともあり、もともと遠隔・通信教育（distance learning）が盛んなお国柄です。近年その一環とし
て、あるいは正規カリキュラムの一環としてオンラインコースを提供する大学が増えつつあり、州内の大学が連帯して互い
のオンラインコースを融通しあうコンソーシアムもできつつあります。学生は希望のコースに登録し、ネットにつながったパ
ソコンで履修すれば単位を得ることができ、今やさまざまな科目がオンラインで取れるようになってきています。しかし、外
国語のオンラインコースとなると、作成・実施に多くの困難がつきまとうため、まだ数は少ないようです。そこで今回の特集
では、日本語オンラインコースを開発して 5 年目になるブリティッシュコロンビア大学のお二人の講師に、オンライン日本
語コース立ち上げの貴重な体験談を寄せていただきました。 ― 編集部

WWW . FREEDIGITALPHOTOS .NET

日本語初級レベル オンラインコースを担当して
風間美鈴・金梨花 （ブリティッシュコロンビア大学）
ブリティッシュコロンビア大学では日本語初級クラスへの登録希望者が増加傾向にあります。長いウェイティ
ングリストの問題を解決するだけでなく地理的・時間的に多様な学生のニーズに応え、またオンライン教育の潮
流に対応するために本校でも 2010 年よりカリキュラムの一部としてオンラインコースの開発を始めました。開
発者・コース担当教員として試行錯誤した経験を振り返ってみたいと思います。
開発の際、コースは LMS（Learning Management System. 現在は Blackboard を使用）上で動作する教材・アセ
スメントを用いること、オンラインコース終了者は中級に進むことを前提にコースデザインを始めました。IT に
必ずしも強くない日本語教員と日本語の知識がない IT 関係者との共同作業はしばしば困難でしたが、2011 年度
より初級前半・後半の二つのコースを開講することができました。
初級コース前半学期のオンラインコース登録者は約 30 人、後半学期は約 15 人と年々オンラインの履修者も増
加傾向でうれしい反面、担当教師の採点の負担が重くなります。学生は普通コースの指定教科書と同じ教科書と
オンライン上の教材を使って各自学習しますが、指定日までにオンライン上にアップロード、または手書きをス
5
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キャンして課題を提出します。手書きの作文等の採点には、提出されたもの一つ一つをダウンロードして手書き
で教師が直し、それをまた保存して学生に送るといった作業を繰り返し行います。苦労な作業ではありますが、
手書きでもタイピングでも日本語を書く力を伸ばしたいと望んでいます。四技能をできるだけバランスよく学べ
るようあらゆる教材を組み入れましたが、一番の課題はやはりオンライン学習の学生の書く・話す力の生産性が
対面学習の学生と比べて劣ってしまう傾向にあることです。オンラインコースでは性質上、掲示板やブログをつ
かった文字でのやりとりや、録音した音声ファイルを提出させるといった非同期学習の割合が多いことは否めま
せん。特に話す力に関して、教室で行われるような即興の会話や教師のなにげないあいづち、応答に触れる機会
もかなり限られてしまいます。同期学習をどのようにとりいれるかが開発に際して大きな課題でした。当初は
Blackboard IM（Skype のようなもの）を使って学生同士練習させた上でのスキット発表を課題としていましたが、
後の担当教員のアイデアで教師と学生の一対一の会話面接も入れるようにしました。その結果、学期末の会話面
接試験でも、聞いたことを理解して会話を続ける力がついたようです。そして、第二の課題は、学生の学習意欲
の保持です。スキット練習やブログを通して学生同士がつながり、お互いに意欲を高めているようです。しかし
中には会話練習の時間を守らなかったりする学生が他の学生の足を引っ張ることになってしまうケースもありま
す。学生が途中挫折しないためにも、教師がオフィスアワーや面接時に学習進行具合を伺い、最初の段階から常
に学習状況を把握していることが重要です。
以上のコースの登録者は本校の学生に限られますが、カナダ・世界各地に散らばる学生から多様なトピックが
提案され、オンラインクラスは教室で行うクラスとは違う豊かさが広がります。作文の内容やテストの平均点も
普通クラスと比べて大きな違いはなく、概ね良好な成果が出ていると思われます。その一方で、共有する場所、
時間や情報が限られるため、どのように学生間の横のつながりを作るかが課題となります。また、日進月歩のテ
クノロジーに教師も常に対応する準備をしつつ、氾濫するオンライン情報の量や質に留意する必要もあります。
オンラインのツールを駆使して学生間のコミュニケーションを促進できるよう、開発者・担当教員とコース担当
経験者が協力して創意工夫を行っているところです。まだまだ成長過程ですが、この夏学期に新しく担当するこ
とになった教員も意欲的に動画教材を加えるなど、発展していくコンテンツを見るのは開発者としてもとても楽
しみです。そして将来的にはこのオンライン教材と経験を生かし、オンラインと教室指導を組み合わせたミック
スモードコースや、導入・文型指導を完全オンラインで行ったあと教室ではクラスメートとの協同作業に特化す
るフリップドコースの開講を目指し、さらにプログラムを充実させていきたいと思います。

【キーワード】LMS/学習管理システム (Learning Management System)、非同期学習 (Asynchronous
Learning)、同期学習 (Synchronous Learning)、ミックスモードコース (Mixed-Mode Course)
コース/反転授業 (Flipped Course)
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BC 州、アルバータ州の日本語教師会から研修会情報をいただきました。CAJLE からは「継続」シリーズ及び World
Congress of Modern Languages の報告があります。 ― 編集部

日本語教育東西カナダ合同研修会
JALTA 日本語教育振興会 会長 馬目広三
毎年 JICA 国際協力機構の支援を受け、カナダ全土の継承語教育機関の日本語学校の教師を対象に研修会を行っ
ています。三年に一回は東西カナダ合同研修会を行い、三年のうち二回は東西それぞれの地域で研修会を行って
いますが、今年度は東西合同研修会の年でしたので西カナダのバンクーバーで開催いたしました。研修会は 2015
年 3 月 8 日（日）午前・午後の二回に分けて二つのテーマで進めていきました。
一つは、「日本語学習者に対する動機づけ」というテーマでビクトリア大学の野呂博子先生を講師としてお招
きし、ワークショップ形式で参加者と共にこのテーマに関して考えていきました。学習者の年齢やレベル、学校
や地域単位での学習環境の違いを包括する内容であった為、幼児部の教師から大学の教師までそれぞれの立場で
考察できたものと思います。
もう一つは合同研修会ということもあり、「各地域の日本語教育に対する学習環境の向上」をテーマにそれぞ
れの地域・団体の取り組みについて発表を行いました。また研修会前日では各州代表者が JALTA 加盟校のクラス
を見学に回り情報共有をはかりました。
今回の発表を通じて継承語教育現場・環境が十分でないという事実もありました。そんな中、今後もカナダの
継承語教育の学習者に十分な学習機会を与えられるよう研修会を継続し、日本語教師の育成と日本語教育の環境
を整えていきたいと思います。

南アルバータ日本語教師会 研修会のお知らせ
南アルバータ日本語教師会会長 クレベス人美
南アルバータ日本語教師会は 1995 年に発足し、今年で 20 周年を迎えます。日本語教育に携わる教師及び日本
語教育に関心のある方の研修、情報交換などの交流の場としてアルバータ州南部、カルガリー市を中心に様々な
活動を行っております。日本語教育の振興を目的とし、多岐レベルの日本語教育に携わっています。
当地区の日本語学習者数は人口の増加に伴い、多少なり伸びております。特に JFL や継承語レベルにおいて初
中等教育の学習者が増加している傾向にあり、生徒数がここ５-６年で２倍強の増加となっております。
この度、2014 年にカナダ主要都市で開催された J-GAP セミナーと同様のセミナーを、カルガリー大学のシャー
プ先生を介し、アルバータ州で開催する提案を頂きました。2015 年 8 月 30 日にトロント大学より有森丈太郎先
生を迎え、南アルバータ日本語教師会主催としてカルガリー市でセミナーを開催する運びとなりました。教師の
世代交代、新任教師の増加に伴い、多方面において研修の必要性を感じています。
今回のセミナー開催は、長く日本語教育に携わる教師においては勿論、新任教師にも、アーティキュレーショ
ンの新しい概念を知る機会ができる、素晴らしい機会であります。セミナーは 10：00 から 14：30 頃まで、内容
は以下を予定しております。
 アーティキュレーションに関する講演
 モデル地区での実践紹介
 JF スタンダードを活用した Can-Do ワークショップ
どなたでも参加可能ですので、ご興味のある方は是非下記までご連絡ください。開催場所など詳細は７月中旬頃
ご連絡いたします。
お問い合わせ先：南アルバータ日本語教師会

クレベスまで
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「継続」シリーズ活動報告
小室リー郁子
トロントでは、シリーズ「日本語学習を継続させる (Continuing Learning Japanese)」（ジャパン・ファウン
デーション・トロントと共催）を昨年 10 月（第 16 回）と 12 月（第 17 回）、そして今年に入ってから 2 月（第
18 回）と 5 月（第 19 回）に行いました。
第 17 回は、10 名の参加者で A.Y. Jackson 高等学校に伺い、高田達先生による日本語授業にお邪魔しました。
この学校は、昼間トロントで他教科と並んで毎日日本語が教えられている数少ない高校の一つです。ちょうど翌
週生徒さんの発表が予定されていて、早口言葉を取り入れて滑舌をよくするという練習をしておられました。皆
とても生き生きと楽しそうでした。授業後にはたっぷりと時間を取って下さり、生徒さんたちの様子や日本語学
習の目的、また課外活動等についてつぶさにお話し下さいました。
第 19 回は、8 名の参加者で Thornlea 高等学校にて行われている土曜日朝の日本語クラスに伺いました。こち
らは第 17 回で見せていただいたのとは異なり、普段別々の学校で学ぶ高校生たちが週に一度だけ集まって授業
を受けています。24 名の生徒さんたちは、その学年も日本語レベルも異なりますが、経験豊かなフェルドキャン
プ泰子先生の見事なクラス運営のもと、5 つのレベル別グループに分かれて教室活動を行う様子を拝見しました。
グループごとに準備された課題について先生から説明を受けた後、生徒さんたちはグループごとに課題に取り組
みます。先生がグループを離れてしまえば、課題そっちのけでおしゃべりに花を咲かせる生徒さんがおられるだ
ろうと思ったのですが、どのグループも熱心に互いに質問を投げかけ教え合いながら作業を進めていることに驚
かされました。また、その日は数名の生徒さんたちによるスピーチの発表もありました。その内容が難しすぎて
部分的にしか理解できていない生徒さんもおられましたが、皆熱心にクラスメートのスピーチに耳を傾け、わか
る範囲で楽しみながら仲間をサポートしている様子が印象的でした。
第 16 回と第 18 回は、ジャパン・ファウンデーション・ト
ロントにて 15 名程の参加者の方々と初級の教科書分析を行い
ました。参加された先生方は、普段時間がなくご自身が使って
おられる教科書以外はじっくり見る機会が持てないとのことで
したが、どちらの日もグループごとに割り当てられた教科書を
丁寧に見ながら考察を行いそのまとめを全体で発表するという
作業を行いました。どの教科書においても使用経験のある先生
がいらっしゃり、客観的な分析で終わらず具体的なコメントが
聞けてよかったという意見が多く寄せられました。こちらの
URL（ページ下方の “Continuing Learning Japanese Textbook Analyses” http://www.cajle.info/programs/regionalactivities/）がその成果物です。ぜひご覧、ご利用下さい。今後もこのような勉強会等を通して生まれた成果物を、
会員の皆さまと共有していければと思っておりますし、またそのような活動がカナダ各地で行われるようになる
ことを願っています。
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WORLD CONGRESS OF MODERN LANGUAGES（WCML）報告
赤井佐和子、白川理恵（ヒューロン大学）
3月26日から28日の３日間、CASLT主催(OMLTA，FIPLV共催)のWCML
がナイアガラで行われた。出展者を含めると1150名の参加（内、海外から
の参加者は116名）で、会場が二つのホテルに渡る大規模な学会であった。
CAJLEからは広報ブースとミニ日本語クラスを提供した。広報ブースでは、
日本からの留学生を受け入れている学校の先生、日本語を学んだことのあ
る他言語の先生方が立ち寄ってくださった。日本語クラスはランチタイム
にもかかわらず、18名もの方にご参加いただき大盛況であった。参加者の
一人である、オンタリオ州アップルビー高校でフランス語を教えられてい
るDavid Landryさんからは、「日本の文化の豊かさ、日本への興味から今回
の日本語クラスに参加したが、非常に楽しく日本語を学ぶことができて大変嬉しかった 」とのコメントを頂い
た。今回、CAJLE代表としてWCMLに参加し、改めて日本語教育は他の言語を教えられている先生方からも興味
を持たれていることを実感した。学会の研究発表では実践的な内容の発表が多く、教師がすぐ使える情報を得る
ことができる。また、朝食、昼食、夜のレセプションなどで他の参加者の方たちと交流する機会もたくさんある
ので、学会の人気にも頷ける。次回の学会開催日は10月の総会で発表されるということなので、ぜひより多くの
CAJLEの先生方も参加していただきたいと思う。

REPORT : W ORLD C ONGRESS OF M ODERN L ANGUAGES (WCML)
S AWAKO A KAI , H URON U NIVERSITY C OLLEGE / R IE S HIRAKAWA , H URON U NIVERSITY C OLLEGE
CASLT together with OMLTA (Ontario Modern Language Teachers' Association) and FIPLV (International
Modern Language Teachers' Federation) held the World Congress of Modern Languages (WCML) from March 26
to 28, 2015 in Niagara Falls, Ontario, Canada. There were over 1150 delegates and exhibitors (including 116
people from outside Canada). The conference size was massive and took place at two hotels. We, as the CAJLE
representatives, provided a PR booth and a mini language lesson. At the booth, we met teachers who have
exchange students from Japan in their classes and teachers who have studied Japanese before. The Japanese
lesson, even though it was given during lunch hour, was popular and 18 delegates attended. David Landry, a
French teacher at Appleby College in Ontario, participated in the session and commented: “I was particularly
excited about attending because of my interest in Japan and the richness of Japanese culture.” We learned that
Japanese language education was interesting to other language teachers. In this conference, there were many
presentations about practical content and a lot of information that teachers can apply into their daily classes. Also
there were many opportunities where we could meet other participants. During breakfast, lunch, and the reception
were the best times for this. It is because of such interactions and exchanges that we understand why this
conference was so successful. The decision regarding the next conference will be announced at the general
meeting in October. We hope that many teachers from CAJLE will attend future conferences such as this one.
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ー学校紹介―
今回の「学校紹介」では、８月に年次大会が開かれるブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー市から、バンクーバー日本
語学校とキラーニー高校の２校をご紹介いたします。 ― 編集部

BC 州 バンクーバー日本語学校
校長 本間真理
バンクーバー日本語学校は、日系移民子弟の教育を目的に、1906 年「晩香坡共立日本國民學校」として開校し
ました。当時は、現地校が終了した後、日本国内の学校で教わる科目に加え、英語の授業も行われる学校でした。
第二次世界大戦勃発と同時に強制閉鎖されましたが、戦後多くの方々の尽力で再開されました。
現在は、日系人に限らず誰にでも、日本語や日本文化を学びたい生徒に門戸を開いています。キンダークラス
から大人までの幅広い年齢層の生徒が、主に土曜日に通っています。本校は日本語だけではなく、日本の文化や
習慣を学ぶことによって異文化を理解し、国際人としてコミュニティーへ貢献することのできる人材育成を目指
しています。
家庭でも日本語を使う生徒を対象とする小・中・高等科（12 年間）と、家庭では日本語を使わない生徒を対象
とした基礎科（12 年間）や高校生、そして大人向けのクラスがあります。できるだけ学校らしさを強調した授業
形態を取っています。
教室のみでの語学学習にとどまらず、書道や武道等のクラブ活動もあり、多くの文化行事やバザーなどのイベ
ントを通して習った日本語を使う機会を増やすことにも力を入れています。
本校は、開校当初から無報酬の理事によって運営されています。戦前・戦後共に、卒業生の保護者をはじめ多
くのボランティアの方々によって維持され一世紀以上が経ちました。現在の理事の中には、本校卒業生が何名も
入っており、後輩の日本語学習環境を向上させるために力を注いでいます。2000 年に増築した校舎には 18 の教
室があり、図書室や多目的ホール等もあります。充実した施設をもち、コミュニティーに密着した歴史ある日本
語学校です。

J APANESE P ROGRAM

AT

K ILLARNEY S ECONDARY S CHOOL

V ANCOUVER S CHOOL D ISTRICT, B RITISH C OLUMBIA
AKEMI T AKIZAWA
The Japanese program at Killarney secondary school began in 1996 with only two classes of Beginner’s
Japanese 11 (BJP11), the introductory level of Japanese in the three year program. June Tsuyuki was the
teacher who started the program, and continued to teach until 2002 when I came from Eric Hamber Secondary
School to take the program over. Those two classes of BJP11 grew to two classes of BJP11 and one class of
Japanese 11 (JP11), the second year course in the program, in 1997. When I came over, there were two classes
of BJP11 and two classes of JP11, but the program grew to seven classes of BJP11, JP11, and Japanese 12
(JP12) in the following few years. This year, there are four classes of BJP11, three classes of JP11, and one
class of JP12 (8 total) with two teachers teaching the beginner level. Also, there is a club called “Japan Club” at
our school and it is enjoyed by about 60 students.
At our school, there are only three languages offered, namely French, Spanish, and Japanese. There are no
other Asian languages to compete with in our program, and that is one of the reasons why the program has been
successful. I also try to provide my students with a lot of cultural opportunities, such as going on field trips and
volunteering at Nikkei Centre. I plan a trip to Japan every other year, and take Japan Club students to the Seattle
Cherry Blossom Festival every year. As well, I value the connections with the elementary schools in our
community, so I annually take my JP12 class to a grade 7 class at a nearby elementary school to present various
Japanese cultural activities to younger students.
10
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― リレー随筆 ― 「当たり前」の視点
横田隆志（北陸大学）
北陸の地に赴任し、早いもので 9 年が過ぎた。白山の麓のログハウスに住み、薪割りやハンティングを楽しん
でいる。冬には裏庭に１ｍ以上も雪が積もるが、カレンダーがなくても四季が分かる素敵な所である。
9 年前にこちらに来る前に、友人が「裏日本に行くんだね」と心配そうに言っていたのを思い出した。もちろ
ん今は「裏日本」という表現はあまり使わないが、僕が小学生の頃は先生も使っていたし、天気予報でも使われ
ていたことばである。確かに、東京から見ると「裏」である。「裏」というと「家の裏」みたいに湿った感じや
暗い感じがする。確かにこちらは 1 年を通して、日照時間が少なく、雪や雨の日が多い。昔の人が裏日本と言っ
たのも理解できる。
そういえば、オーストラリアに行くときにも「日本の下の国に行くんだ」と言われた気がする。僕は「日本の
下の国」に行って、そして、「裏日本」で生活をしている。しかし、オーストラリアで、“Downunder Map”と
いうのを見たことがある。オーストラリアがいかにも地球の中心にあるぞという意味をこめた、南半球が上にな
っている地図である。その地図では、日本はオーストラリアの「下」の国だった。更に、「環日本海・東アジア
諸国図」というのがある。これは、富山県が発行しているもので、日本地図を反対にして、更にロシア、中国を
入れた地図である。これは日本海を囲んで日本、中国、ロシア等の東アジアの中心が北陸にあると感じさせる地
図である。このようにちょっと見方を変えるだけで、新しい発見ができる。しかし、普通はそんなことは考えな
い。
日本語教師になって、「主語は」「述語は」と説明していた時期があった。初級のクラスを担当して、毎日
「わたしが」、「あなたは」と何度も練習していると授業以外でも自然に「わたし」が口から出てきた。友人た
ちから「なんか変だね」と笑われた。小学校から「主語をきちんと言いなさい」と言われてきたし、中学校の国
語の時間にも「主語」の勉強をした。しかし、良く考えてみるとなんか変だった。昔読んだ『象は鼻が長い』を
引っ張り出し、金谷先生の『日本語に主語はいらない』を読みながら、日本語学習者に「日本語では一人称は省
略します」と説明したり、教科書の「わたし」をペンで消したりしたが、なかなかうまくいかなかった。
教科書のイラストを見ると「わたし」がそこにいる。どうにかこれは消せないかなと思っていた。そんなとき
に中学生の時にしたテレビゲームを思い出した。タイトルは「オホーツクに消ゆ」というロールプレイングゲー
ム。登場人物は画面にあらわれず、登場人物の視点でゲームが進められる。これをヒントに「わたし」が登場し
ない映像教材を作った。わたしの視点で見えている出来事から文法を学ぶ方法である。だからその教材にはわた
しの手や足は出てくるが、「わたし」は出てこない。
北陸地方が日本の裏にあると思っている人に北陸地方は東アジアの中心であると伝えるのは難しい。オースト
ラリアが日本の下にあると思っている人にとって、日本はオーストラリアの下にあるという考えは理解しづらい。
一人称が「ある」のが普通の言語を母語とする日本語学習者に一人称が「ない」のが普通である日本語を伝える
のは難しいなと日々感じている。「当たり前」と思っていることは本当は「当たり前ではない」ことなのだと伝
えるのは難しい。しかし、いろいろと工夫して、それを伝えるのは楽しいことだなと感じながら日本語教師とい
う仕事に日々取り組んでいる。
次回は再び、太平洋を渡って、いや、ユーラシア大陸とアメリカ大陸を横断。カリフォルニア州立大学ロング
ビーチ校の知念聖美さん、バトンをどうぞ！

執筆者プロフィール ― 横田 隆志 （よこた たかし）
北陸大学国際交流センター准教授。オーストラリア、セントラルクイーンズランド大学で教育学修士号取得。
専門は日本語教育。趣味は「山遊び」。
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―教材紹介― 『LET’S READ JAPANESE ブルックス文庫』
編集部
「多読」(Extensive Reading)とは、学習者が自分に合った
本を楽しく読むことで語彙や文法を増やす（付随的学習
incidental learning）いう体得方法で、そのすぐれた効果に
ついて研究結果が多数報告されています。きっかけとして、語
彙や文法をある程度コントロールした多様なジャンルの読み物
(graded reader)が必要で、日本語でもこうしたレベル別の多
読シリーズが出版されています。学習者への貸し出し用にシリ
ーズを揃えたり、あるいは読解コースに多読を取り入れている
教育機関もおありかと思います。
こうした多読シリーズは、学習者が辞書を引くことなく一人
で読み進められる工夫がしてあります。例えば、語彙や文法の
コントロール（一般に既知語 95%と言われる）だけでなく、振
り仮名、読み物自体の長さ、未知の重要語彙は文脈や挿絵から
類推できる、などの配慮がしてあり、レベル分けしてあるので、
学習者が自分に合った読み物を簡単に探すことができます。成
人学習者、また、継承語として日本語を学ぶ子供たちにとって
も、自身の年齢と日本語能力の差が大きい場合は日本人向けの
本からはなかなか自分に合うものを見つけることが難しいので
すが、レベル別多読シリーズはとっつきやすく、かつ知的満足感も得られます。
今回ご紹介する「Let’s Read Japanese ブルックス文庫」は、英国オックスフォード・ブルックス大学か
ら出版された日本語多読シリーズです。レベル 2 の vol.1 と vol.2 があり、CEFR（Common European
Framework of Reference for Languages）で言うと A2-1、ACTFL Proficiency Guidelines では中級レベルの
内容となっています。現在はレベル 2 のみ入手可能ですが、今後レベル 1 から 6 までの拡充、そして、古今
東西の様々なジャンルの読み物の充実が期待されます。入手方法及び詳細についてはこちらのウェブサイト
をご覧ください。http://www.brookes.ac.uk/lets-read-japanese/

使ってよかった教材の体験談やこんな教材を取り上げてほしいといったリクエストがありましたら、
ぜひ CAJLE.PR@gmail.com までお寄せください。 ― 編集部
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国際交流基金コーナー
田中香織 （J APAN F OUNDATION , T ORONTO プランニング・オフィサー）
ジャパン・ファウンデーション・トロント（以下 JFT）は去る 2 月にバンクーバー（14 日）とオタワ（21
日）で日本語教師情報交換会を実施しました。今回は紙面をお借りして、そのご報告を申し上げます。
会の目的は様々な日本語教育機関の先生方にお集まりいただき、それぞれの機関の日本語講座をご紹介い
ただくことにより、学習者はどのように日本語を学んできて今に至るのか、学習を継続するに当たり、今後
どのような選択肢があるのか等、情報交換ができる場を作ることでした。トロントでも CAJLE との共催で
「日本語学習を継続させる」という名称の勉強会を開催しておりまして、先生方の交流や授業見学会が実現
しています。このような勉強会のイメージをもって、他地域でも異なる機関の先生方がお知り合いになるき
っかけになればと思い、今回の会を企画いたしました。
バンクーバーではブリティッシュ・コロンビア大学を会場にお借りしました。アルバータ州とマニトバ州
からご参加くださったお二方を含め、27 名の先生方がご参加くださいました。高校、大学で教鞭を執られる
3 名の先生方に、楽しい活動、素晴らしい成果物、レベルの高い課題等、会場に情熱あふれる教育の様子が伝
わるご発表を賜りました。JFT からも「中等教育での日本語教育－他国の実践を見ながら－」をテーマに、各
国の言語政策により大きな影響を受ける中等教育における日本語教育についてお話させていただきました。
オタワではカールトン大学に会場をお借りしました。当日はあいにくの雪でしたが、16 名の先生方にご参
加いただきました。オタワ周辺地域の 7 機関の先生方にそれぞれ特色ある質の高いプログラムについてご発
表を賜りました。JFT からはオタワで日本語学習を続けてきた職員のカルマンが恩師の前で学習体験を振り返
る発表をさせていただいた他、当センターの講座を担当する倉沢が教師役を務め、先生方に『まるごと』を
使った授業を体験していただきました。
JFT は今後も先生方のネットワーク強化のお手伝いになり得る活動を続けて参りたく存じます。末筆ながら、
このような機会に先生方のご所属機関を会場としてお借りできることは大変にありがたく、今回お世話にな
りましたブリティッシュ・コロンビア大学とカールトン大学の先生方に、この場をお借りして改めて御礼申
し上げます。

オタワ

バンクーバー
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2014 年度下半期活動報告
書記 萩原あみ、松本朋子
2014 年
12 月
12 月 4 日
12 月 9 日

2015 年
1月

2月
2月7日
2 月 10 日

広報部よりニュースレター49 号発行
広報部より Global Network (GN) のロゴ募集開始
「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 17 回」於 A.Y.Jackson 高校
/共催:CAJLE、国際交流基金トロント
第 2 回オンライン理事会、開催
会計より定款の Industry Canada への提出についての報告
2014－2015 年度修正予算案承認
会計より新メンバーシップ年度（1 月 1 日～12 月 31 日）への移行承認
大会実行委員会より年次大会の進捗報告
1 月 2 日に CAJLE 名誉会員・前トロント日本語学校校長であられた田中登志枝名誉理事が他界され、
小室リー会長がお別れ会に参加し、CAJLE からは供花とカードを送った
発表企画より年次大会研究発表論文募集、開始
Global Network (GN) のロゴ第一次審査
「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 18 回」於 The Japan Foundation,
Toronto/共催:CAJLE、国際交流基金トロント
第 3 回オンライン理事会、開催
年次大会ガイドライン作成開始
柴田副会長より書記補佐兼任の提案

3月

Global Network (GN) のロゴ第二次審査
2 月の書記補佐の募集を受けて、白川理恵氏（Huron University College）が書記補佐兼任が決定
3 月 26～28 日 Canadian Association of Second Language（CASLT）共催の World Congress of Modern Languages
(於/ナイアガラ）へ赤井氏、白川氏が会長代理で出席。広報ブース設置、ミニ日本語クラスを行った
4月
4 月 13 日
4 月 14 日

Global Network (GN) のロゴ内定
年次大会研究発表論文募集の締切
第 4 回スカイプ理事会、開催
会長より理事内の役職の移動の報告
会長：
小室リー
副会長：
柴田・青木
会計：
松本・白川・伊東
書記：
萩原・松本・白川
ジャーナル：
下條・安部・林・津田
広報：
青木・赤井・金・脊尾
発表企画：
柴田・シャープ・米本
ウェブ：
米本・（有森 2015 年 8 月まで）
スポンサー：
伊東
ウェブサイトにて JFT との共催イベント(継続)「日本語学習を継続させる 16」（2014 年 10 月）と
「日本語学習を継続させる 18」（2015 年 2 月）の成果物（5 冊の教科書分析）を公開

5月

会計より月末に会員更新時期のご案内を送付

5月2日

「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 19 回」於 Thornlea 高校/
共催:CAJLE、国際交流基金トロント
14
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― CAJLE よりお知らせ ―
地域研修会支援金

REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND

CAJLE は、オンタリオ部会・アトランティック部会に代わり、地域を限定せずにカナダ全土における活発な活動
を目指す「CAJLE 地域研修会支援金」を設けました。これは会員による日本語教育活性化につながる企画を支援
するための助成金で、地域のニーズに応じた教師研修や教師間のネットワーク作り促進のための事業を会員自ら
企画し実施することを支援するものです。企画の実施まで近隣の CAJLE 理事が相談役を務めます。4 ページ掲載
第一弾開催のお知らせとこちらを合わせてご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしております。（広報担当）
CAJLE has replaced the Atlantic and Ontario Chapters to create the “CAJLE Regional Workshop/Meeting Support
Fund”. This is to allow broad-ranged activities that will cover all of Canada and not be limited to specific regions.
This fund was created to assist in the regional growth of the Japanese language community through its members.
It will enable members to plan and create their own instructor training, as well as instructor networks to better suit
regional needs. Nearby CAJLE directors will serve liaisons and consultants. Please see the advertisement for the
first regional meeting on page 4 on this newsletter as well as this webpage for more information. We
wholeheartedly look forward to receiving your application. (Public Relations)

編集後記
◆去年、学科のオンラインコース調査委員会に加わり、多方面の関係者から話を聞く機会がありました。オンラ
インコースと一口に言っても、講義形式もあれば外国語の授業のように双方向性・同時性が必要なものもあり、
正規のプログラムとして開講するのか或いは広く通信教育・成人教育の一環として開講するのか、他にも既存コ
ースとの連携性、技術面、著作権、雇用関連など考慮すべき事項が多々あり、現在進行形で折り合いをつけなが
ら着実に進んでいるように見受けました。オンラインコースは自律的学習が不可欠で、教師にとってはコース整
備のみならず、姿の見えない学習者へのサポートも課題となるでしょう。夏の年次大会でこの点しっかり学びた
いと思います。そして末筆ながら、第 50 号発行を迎えるにあたり、先達の皆様、毎号ご協力いただいた皆様に
感謝申し上げます。どうもありがとうございました。次の節目はどんな時代になっているのでしょうか。（安袁
岐＠王町） ◆まだ寒さが残る３月末、ナイアガラで行われた WCML に参加して参りました。フランス語を始め
多言語の先生方との情報交換、研究報告は大変刺激的でした。しかし何よりもレセプションにおいて総立ちで歌
って踊るパワーには圧倒。「日本語陣も負けてはいられない」と、恥を捨て、我を忘れ、歌って踊ったことも良
い思い出です。祝 50 号！歴代編集長、編集部の方々へ感謝と同時にその思いをしっかり受け止めさらに精進し
て参りたいです。(紅＠倫敦) ◆買い物に行くとカナダの貧弱な品揃えにふと日本の大型量販店が恋しくなりま
す。しかし豊富すぎる情報や選択肢が最良の選択をもたらすわけではないという経済学のレポートを最近目にし
ました。クラスに行く数分前まで例文検索、画像の取り込み、動画の紹介と際限なく続く準備に追われつつ、イ
ンターネットのない時代のクラス準備風景にふと思いを馳せた 50 号記念号でした。（Au79＠晩香波）

CAJLE ニュースレター編集部ではコメントや日本語教育に関するご意見など皆様からの投稿を
歓迎します。お気軽に編集部 CAJLE.PR@gmail.com までメールをお寄せ下さい。
CAJLE newsletter editorial board welcomes comments and opinions that address issues
related to Japanese language education. Please email us at CAJLE.PR@gmail.com

カナダ日本語教育振興会
Canadian Association for Japanese Language Education
P. O. Box 75133
20 Bloor St. East Toronto, Ontario M4W 3T3 Canada
Web: http://www.cajle.info/
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会員規定 - Membership

カナダ日本語教育振興会は、カナダにおける日本語教育

CAJLE is a non-profit organization which actively
promotes Japanese language education in Canada. We
welcome everyone who is interested in Japanese
language education.

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

CAJLE membership entitles you to:

会員特典

CAJLE membership entitles you to:
- Receive the CAJLE Newsletter full of information about
Japanese Language Education in Canada (two issues
annually)
- Receive various announcements related to Japanese
education via email.
- Attend the CAJLE annual conference, workshops and
other related events at a reduced rate.
- Present research at the CAJLE annual conference
- Special rate for The Canadian Association of Second
Language Teachers (CASLT) membership. (Affiliate
Individual Membership is $15, instead of Regular
Individual Membership $45)

・カナダの日本語教育情報満載のニュースレター(年２回発行）
・日本語教育関係の各種ご案内
・年次大会、勉強会、その他の催しの参加費割引
・CAJLE 年次大会での研究発表資格
・The Canadian Association of Second Language Teachers
(CASLT) 会員登録の割引適用：年会費 $15 （通常$45）

会費年度
毎年１月１日から 12 月 31 日まで。

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

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

$ 45 CA

CAJLEホームページのメンバーシップページ（About us）より、オ

3 years Membership

$ 120 CA

ンラインにてお申し込みいただけます。

Student Membership

$ 30 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、

Institutional Membership (up to 4 members)

$ 120 CA

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。

How to Join:

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

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

申込先：

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

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

※連絡先の変更
住所およびメールアドレス等の変更があった場合にはこちらま

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

でお知らせください。 cajle.kaikei@gmail.com
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