CAJLE カナダ日本語教育振興会
Canadian Association
for Japanese Language Education
カナダ日本語教育振興会（CAJLE）は、 1988年3月にト
ロントにおいて発足して以来、カナダにおける日本語
教育の振興を目的として活動を続けています。現在の
会員数は約150名で、あらゆるレベルで日本語教育に
携わる教師、また日本語教育に関心のある有志から
成り、その範囲はカナダ各地域をはじめ、アメリカ、日
本、その他に及びます。2008年8月に、CAJLEは世界
各地の代表団体からなる「日本語教育グローバルネッ
トワーク」より正式にカナダを代表する団体として認定
され、ネットワークの一員として世界の他団体とも提携
することとなりました。 当会は、会員の中から選出され
た理事によって運営される非営利目的の団体です。
Established in Toronto in March 1988, the Canadian
Association for Japanese Language Education
(CAJLE) actively promotes Japanese language
education in Canada. We currently have
approximately 150 members who are involved in the
education of Japanese at all levels or are deeply
interested in Japanese language education.
Members come not only from Canada but also from
the US, Japan and around the world. In August
2008, CAJLE was officially approved to become a
member of the “Global Network for Japanese
Language Education” as the representing
organization in Canada. CAJLE now has a strong
tie with other organizations in the world. CAJLE is a
non-profit organization run by executive board
members selected by the association members.

＜活動内容 / ACTIVITIES＞
❐ 年次大会 / Annual Conference
CAJLEは、基調講演、研究発表、講師を迎えての研修会、
パネルディスカッション、総会などを組み込んだ大会を年
に一度開催しています。この大会は数日間に渡って行わ
れ、参加者が日本語教育に関する情報や意見を活発に
交換し、親睦を深める機会となっています。カナダ各地の
日本語教育に貢献すべく、トロントのみならず、これまで、
カルガリー、ヴィクトリア、フレデリクトン、バンクーバー、
レジャイナ、バンフ、モントリオールで行ってきました。

CAJLE holds an annual conference with keynote lectures,
research
presentation
sessions,
professional
development workshops, and a general meeting. The
conference takes place over a few days each year during
which participants exchange information and opinions on
Japanese language education. It also provides great
opportunities for enriching mutual friendships. In order to
enhance the Japanese language education at various
places in Canada, we have held the conference in
Calgary, Victoria, Fredericton, Vancouver, Regina, Banff,
and Montreal besides Toronto.

❐ ジャーナルCAJLE / Journal CAJLE
日本語教育に関するさまざまなテーマの研究論文を掲載
発表します。1997年に「日本語教育論文集」として第１号
を発刊し、第２号より「ジャーナル CAJLE」と名称を変え、
第19号の出版に至っています。論文は言語学、外国語教
育、日本語教育、言語教育などに関するものです。
The “Journal CAJLE” publishes research papers on
Japanese language education. The first volume was
published in 1997 as “ 日 本 語 教 育 論 文 集 ”. With the
second volume, the title was changed to “Journal CAJLE."
The most recent one is Volume 19. Research areas
covered in the journal include linguistics, second
language education, Japanese language education, and
general language education.

❐ ニュースレター / Newsletter
年二回 (6月、12月）発行で、全会員に送付しています。
会員を繋ぐ機関紙として、当会および地域の活動報告、
行事予定のほか、日本語および日本語教育に関するエッ
セイなどを掲載します。また、すでに発行されたニュース
レターは、当会のウェブサイトに掲載し、会の活動の広報
としています。
Published twice a year in June and December, the CAJLE
Newsletter is sent to all members. The newsletter
provides CAJLE members with up-to-date information
about CAJLE activities and includes recent reports,
announcements, and essays on Japanese language and
Japanese language education. Back issues of the
newsletter are uploaded in the CAJLE website.

❐ 地域研修会支援 /

Regional Workshop/Meeting Support
2014年10月に始まったCAJLE地域研修会支援金は、カ
ナダ全域の日本語教育活性化につながる活動を支援す
るための助成金です。これまでバンクーバー、レジャイナ、
ロンドン、オタワ、とさまざまな地域において研修会・情報
交換会が実施されてきました。会員自らが企画する地域
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
を支援いたします。
In October 2014, CAJLE introduced the Regional
Workshop/Meeting Support Fund, and this has allowed
broad-ranged activities that assist with the growth of
Japanese language education in Canada. Workshops
have been held in various regions such as Vancouver,
Regina, London, and Ottawa. This fund will enable
members to plan and create their own instructor training,
as well as networking meetings that suit regional needs.

❐ 全カナダ日本語弁論大会 /

Canada National Japanese Speech Contest
全カナダ日本語弁論大会は 1989 年にオタワで開催され
て以来、在カナダ日本国大使館、各地総領事館、国際交
流基金、高円宮日本教育研究センター、企業スポンサー、
大学からの支援を受け、カナダ各地で開催されてきまし
た。2015 年からは CAJLE が事務局となり、全国日本語
弁論大会組織委員会との共催でこの全国大会を運営す
る運びとなりました。全国大会では各地域弁論大会のそ
れぞれのカテゴリーの優勝者が一堂に会し、日頃の成果
を競います。
Since the annual National Japanese Speech
Contest (NJSC) was first held in 1989 in Ottawa, it has
been held in various cities across Canada with the
generous support of the Embassy of Japan in Canada,
the Consulates General of Japan, the Japan Foundation,
the Prince Takamado Japan Centre, corporations, and
universities. In 2015, CAJLE succeeded the NJSC office
and now co-hosts the contest together with the National
Speech Contest Organizing Committee. In this contest,
the winners of each category in the regional contests will
gather to present their speeches.

（2019年4月4日更新）
(Revised April 4, 2019)

カナダ日本語教育振興会（CAJLE)は、カナダにおける
日本語教育の発展と向上を目指す非営利組織です。
日本語教育に関心のある方ならどなたでも会員として
登録することができます。

CAJLE is a not-for-profit organization which actively
promotes Japanese language education in Canada.
We welcome everyone interested in Japanese
language education.

Benefits of Membership
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
 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)

カナダでの日本語教育に関する情報が満載
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 （通常年会費$45）






CAJLE
カナダ日本語教育振興会
Canadian Association for
Japanese Language Education

会員の種類
・
・
・
・

一般会員（1 年）
＄45 CAD
一般会員（3 年）
＄120 CAD
学生会員（1 年）
＄30 CAD
組織会員 (1年、4名まで*) ＄120 CAD

*全員が同じ組織に所属していること。4名を超える場

Membership Categories
●
●
●
●

Regular Membership (1 year)
Regular Membership (3 years)
Student Membership (1 year)
Institutional Membership
(1 year, Up to 4 members*)

$45 CAD
$120 CAD
$30 CAD
$120 CAD

合、以降1名追加ごとに$30お支払いいただきます。

お問い合わせ
E-mail: cajle.kaikei@gmail.com - 入会申込
cajle.pr@gmail.com - お問い合わせ
Website: www.jp.cajle.info （日本語）

*All members must belong to the same institution. If
there are more than four members desiring
membership, each can be added by paying $30 for
each additional person.
Contact
E-mail: cajle.kaikei@gmail.com - Membership
cajle.pr@gmail.com - General Inquiry
Website: www.cajle.info (English)

www.cajle.info

