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会長の言葉
CAJLE 会長 青木恵子
私の住む地域では 4 回目となるワクチン接種の呼びかけが聞こえてき
ました。あと何回ワクチンを繰り返すのか不安になりますが、街では屋
外イベントが続々と再開され、マスクの規制も緩やかになり、前よりリ
ラックスした雰囲気になってきました。教育機関では、2021 年度は対
面・オンライン・あるいは二つを合わせたハイブリッドと様々な形態で
授業が行われ、冬に一時期オンラインに戻りましたが、無事に年度を終
えることができました。9 月の新学期からは対面授業に戻る予定のとこ
ろが多いのではないでしょうか。一歩一歩コロナからの脱出に向けて進
んでいます。
さて、今年夏の年次大会もオンライン開催となりましたが、移動の制
約なく集まれるという利点を生かし、多くの方々にご参加いただけるよ
う実行委員会で鋭意準備中です。大会テーマは「未来へ繋ぐ日本語教育
−ことばと移動、変わり続けるグローバル社会で目指すこと−」です。
直近の国勢調査（2016 年）によると 5 人に 1 人がカナダ国外生まれで
その数は増加傾向にあり、英仏語を母語としない人の数は都市部に至っ
ては人口の半数近くにも上ります。また、特集記事にもあるようにカナ
ダの日本語教育には日本にルーツを持つカナダ育ちの日本語学習者数が
比較的多いという特徴があります。首都オタワ発信のオンライン上で、
川上郁雄先生を始めとした先生方をお迎えし、発表者、参加者の皆様と
ともに考察を深め、日頃の実践を振り返るこの機会を楽しみにしており
ます。
気の早いお知らせですが、アメリカ AATJ とカナダ CAJLE との共催
により 2024 年 8 月に日本語教育国際研究大会（ICJLE）がアメリカ会
場において開催されることが決定しました。今後詳細が決まり次第、続
報をお届けします。
最後に、偶数年となる今年は理事改選が行われます。今月中に会員メ
ーリングリストに告知が流れる予定です。会員の皆様の中でカナダの日
本語教育のためにぜひ貢献したいと希望される方、またはそのような熱
意を持つ方をご存知でしたら、自薦・他薦をお寄せくださいますようお
願いいたします。思えば前回の理事改選はコロナ禍の真っ只中でした
が、多くの理事候補が集まってくださり、お陰様でチーム一丸となって
乗り切ることができました。また新しい風を入れて、前に進んでいきた
いと願っております。
それでは、平和と安全を願いつつ、皆様におかれましても引き続き健
康にお気をつけてお過ごしください。
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CAJLE 2022 年次大会のご案内
大会実行委員長 相津頼子

Photo: © Carleton University

本年度の CAJLE 年次大会は、カナダの首都、オタワにあるカールトン大学がホストとなり、オンラインにて 8
月 11 日（木）・12 日（金）に開催されます。「未来へ繋ぐ日本語教育―ことばと移動、変わり続けるグローバ
ル社会で目指すことー」というテーマのもと、複数言語環境で育ち、生活する人々が増えている現状において言
語教育・日本語教育はどのような役割を果たしているのか、そしてどのように対応できるのかを探求したいと考
えています。大会中は、招聘講師による基調講演や教師研修の他、口頭発表とポスター発表を予定しています。
口頭発表は、昨年のオンライン大会とは異なり、発表ビデオはなく、大会当日に発表と質疑応答を行います。ポ
スター発表は昨年同様、事前にウェブサイトでポスターを公開いたします。
基調講演と教師研修には、複数言語環境で育つ・育った人たちを「移動する子ども」という分析概念で捉え研
究なさっている早稲田大学教授の川上郁雄先生をお招きします。さらに吉川景子先生（国際交流基金・アルバー
タ州教育省）、そして、ジェレミー・セラ先生(University of Ottawa) にも それぞれのご専門から教師研修を
行っていただきます。
まず、基調講演は、大会テーマである『未来へ繋ぐ日本語教育：ことばと移動、変わり続けるグローバル社会
で目指すこと』と題し、川上先生に幼少期から複数言語環境で成長する子どもたち・成長した人々のことばの生
活、ことばの発達と考える力、グローバル社会で生きる力についてお話しいただき、日本語教育を通じて私たち
が目指すことばの教育とは何かを考えます。そして、『子どもたちの「移動・ことば・アイデンティティ」を考
える』教師研修においては、子どもや大学生、高齢者の事例をもとに、複数言語環境で育つことについて更なる
理解を深めた上で課題と対応を考え、複言語人生をどう生きるのかについて意見交換をしていきます。吉川先生
には、『学習者の多様性を活かした授業デザイン』という教師研修で、海外で日本語を学ぶ高校生の事例をご紹
介いただき、そこから学習者の多様性を生かす授業のデザインを皆様と一緒に考えます。最後に、セラ先生には
『言語および文化的に多様な学生をサポートする言語学習教育への多言語的アプローチの探求』と題し、言語教
室で多言語的アプローチを探求する実践的な方法をお話しいただく予定です。
また、8 月 3 日（水）には、「グローバルにつながるオンライン日本語教育シリーズ第 9 弾」と合同で、プレ
大会イベントを行います。講師に林寿子先生（カールトン大学）をお招きし、カナダ日本語教育振興会(CAJLE)
とヨーロッパ日本語教師会(AJE)が日本語教育グローバルネットワークにおいて共同で行ったプロジェクト「セ
カイの日本語〜みんなの声〜」に基づいたテーマで、多様な日本語使用者と今後の日本語教育に向けての可能性
についてお話しいただきます。
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大会の開催時間は、昨年同様にカナダ国内外の様々な地域からの参加者にお集まりいただくことを考慮し、オ
タワ時間(EDT)の午後から開始といたしました。大会プログラム、参加申し込みの詳細は CAJLE 大会ウェブサイ
トにて 6 月初旬にお知らせいたします。スクリーン上ではありますが、8 月に多くの皆様にお会いできるのを楽
しみにしております。

INVITATION TO CAJLE 20222 ANNUAL CONFERENCE
Yoriko Aizu, Organizing Committee for CAJLE 2022
This year's CAJLE Annual Conference will be hosted online at Carleton University in Ottawa, the capital of Canada,
on Thursday, August 11th and Friday, August 12th. Under the theme of "Japanese Language Education for the
Future: Language and Mobility in a Changing Global Society," we will explore and discuss what kind of role
Japanese language education plays in the globalized society where the number of people who grow up and live in
a multilingual environment is increasing. The conference will feature oral and poster presentations, as well as a
keynote lecture and teacher training workshops by invited speakers. Unlike last year's online conference, the oral
presentation does not have a pre-recorded video, and each presentation and Q&A will be live streamed on the day
of the conference. As with last year, posters will be available on the website in advance.
Dr. Ikuo Kawakami, a professor at Waseda University, will deliver the keynote lecture and provide teacher training.
Dr. Kawakami researches people who grow up in multilingual environments with the analytical concept of "Children
crossing borders." In addition, Ms. Keiko Yoshikawa (Japan Foundation, Alberta Ministry of Education) and Dr.
Jérémie Séror (University of Ottawa) will also provide teacher training from their respective specialties
The keynote speech is titled "Japanese Language Education for the Future: Language and Mobility in a Changing
Global Society," and Dr. Kawakami will give a lecture on the linguistice lives, language development and global
competencies of children and adults who have grown up in a multilingual environment from a young age. We
will discuss what kind of language education we should achieve in Japanese language education. In Dr.
Kawakami's teacher training, "Mobility, Language, and Identity in the Mobile Lives of Children," based on the
actual cases, of children, college students, and elderly people growing up in multilingual environments, we
will discuss the challenges and problems that such people face at various stages of life.
In the teacher training workshop "Lesson Designs Utilizing Diversity of Learners," Ms. Yoshikawa will present
examples of high school students studying Japanese overseas, and then we will explore designing lessons that
make the most of the diversity of learners. Dr. Séror will provide practical ways to explore a multilingual approach in
language classrooms in the teacher training workshop "Exploring Plurilingual Approaches to Language Learning
Education to Support Linguistically and Culturally Diverse Students."
On Wednesday, August 3, we will also hold a workshop, a joint event with the "9th Series of Online Global
Network for Japanese Language Education.'' We will invite Dr. Hisako Hayashi (Carleton University), who is
a member of the project "Global Network of Japanese Language Education", jointly conducted by CAJLE and
the Association of Japanese Language Teachers in Europe (AJE). With a theme of "World Japaneses:
Voice from Around the Globe," we will explore more approaches to understand the different
perspectives of our current Japanese users. By doing so, we may be able to design more creative pedagogical
approaches for our future students of the Japanese language.
The conference will begin in the afternoon of Ottawa Time (EDT), as it did last year, given the fact that
participants from various regions inside and outside Canada will be attending. In early June, the CAJLE
conference website will provide details of the event programme and registrations. We hope to see many of you in
August.

年次大会・プレ大会ワークショップのご案内
日時：８月 3 日（水曜日）、10 時〜12 時（カナダ東部時間、オンラインにて）
講師：林寿子（カールトン大学）
テーマ：日本語使用者の多様な言語、文化、社会的経験から教員・保護者が学べる事
＊申し込み等の詳細は CAJLE ウェブサイトにてお知らせいたします。
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特集記事
カナダの日本語教育事情 コロナを超えて
〜継承語学校・補習授業校編〜
カナダの日本語教育の現状という言葉を聞いて、皆さんはどのような姿を想像されるでしょうか。3 年に１度
行われる国際交流基金の『海外の日本語教育の現状：2018 年度日本語教育機関調査』によると、カナダで日本語
を勉強している総学習者数は 19,489 名（134 カ国と 8 地域中第 18 位）、その中で一番多いのが高等教育の学習
者で 9,774 名、次は学校教育以外で 5,250 名、そして、中等教育が 4,375 名、最後が初等教育の 90 名と続き、大
学やカレッジなどの教育機関の次に学校教育以外での学習者（約 26.9％）が多いことが報告されています。

出典：2018 年度海外日本語教育機関調査結果

一方、同じ北米大陸の米国では総学習者数 166,905 名（第 8 位）の内、学習者が一番多いのは中等教育の
70,455 名、次が高等教育の 68,237 名、そして、初等教育の 17,609 名、そして学校教育以外は 10,604 名（約 6％）
で一番少なくなっています。この「学校教育以外」というカテゴリーには民間の語学学校、日系人子弟対象の日
本語学校、コミュニティのプログラム、国際交流基金が行っている日本語講座など様々なものが含まれているそ
うですが、カナダの日本語教育事情を考えるにあたり、このカテゴリーに学習者が多いことは一つの特徴だと言
えるかもしれません。また、私たちはこの調査には含まれない補習授業校に多くの学習者がいることにも注目す
るべきではないかと考え、本号では継承語学校と補習授業校の二つの学校を取り上げ、特集記事として皆様にお
届けすることにしました。（編集部）
（注）詳しい調査内容は「2018 年度 海外日本語教育機関調査」、「日本語教育国・地域別情報 カナダ（2020 年度）日本語教育略史」
にてご覧いただけます。

座談会参加者と所属のご紹介（敬称略・五十音順）
●

青木恵子
現在オンタリオ州、クイーンズ大学で日本語を教えている。他の保護者の方とキングストンに日本語プレイグループを立ち上げ、
その後 2010 年にキングストン日本語教室を設立した。現在ヨーク大学の三井先生と共同でウェブサイト『日本語で育てよう！』
の運営も行なっている。

●

伊東義員
トロント日本商工会専務理事。1973 年にトロント日本商工会が設立したトロント補習授業校の運営に携わっている。

●

齋藤典子
国際交流基金トロント日本文化センター でプログラムオフィサーとしてカナダでの日本語教育振興のための職務に就いている。ま
た、CAJLE とも共催で「継続」シリーズや「継承語オンラインネットワーク」を開催している。
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●

坂口宗
アルバータ州、エドモントンの公立小学校と公立高校で教師をしながら、金曜日の午後はエドモントン補習授業校の校長の職務に
就いている。

●

張硯君
オンタリオ州、ロンドンにある森のまち日本語学校で日本語を外国語として学ぶクラスを担当している。

●

ベイリー氏江智子
ブリティッシュ・コロンビア州、グレーターバンクーバー地区にある継承語学校の NPO 法人である JALTA 日本語教育振興会会
長。また、昨年まではバンクーバー日本語学校で職務に就いていた。

継承語学校と補習授業校

座談会の内容をお話しする前に、なぜ継承語学校と補習授業校をここで取り上げたのかご理解いただくため、
その違いから始めたいと思います。皆様の中にはその違いについて詳しい方も多いと思いますので、ここでは根
本的な違いのみについて簡単にご説明させていただきます。まず継承語学校ですが、こちらは主に日系移民、永
住者の子弟のために継承語としての日本語を教えることを目的としています。それに対して、補習授業校では駐
在員のように数年間だけ日本国外に住んでいるご家庭の子弟が日本に戻ったときに困らないように日本語で日本
の義務教育の指針に沿った学習を提供しています。そのため、継承語学校は国際交流基金より支援を受けること
ができますが、補習授業校は文部科学省に認可を受け、支援を受けています。本座談会では参加者にまずカナダ
の日本語教育、特にこの二つの違う目的を持った継承語学校と補習授業校の変遷や取り巻く環境、そして現状な
どに注目し、それぞれの立場からお話していただきました。その後、今私たちができること、支援が必要なこと
などについて意見交換を行うことで、現在のカナダの日本語教育の重要な一部である継承語学校と補習授業校に
ついて考える機会としました。
カナダの日本語教育の全体像

出典：「日本語で育てよう」 プログラム
MAP

お話を伺いまず感じたのは、カナダの日本語教育の現状は、私たちがこれまで認識してきたものより遥かに多
様で複雑で、その全体像の把握は容易ではないということでした。この点については、国際交流基金トロント日
本文化センターの齋藤さんからお話しを聞くことができました。前述の国際交流基金が行った『2018 年度 海外
日本語教育機関調査』では継承語としての日本語教育は「学校教育以外」の教育段階の一つとして記録されてい
ます。カナダの「学校教育以外」の教育機関はカナダの他の教育段階に比べ、教師数の多さが顕著ですが、2018
年度までは「継承語としての日本語教育」に関する質問項目がほとんどなかったため、「継承語としての日本語
教育」に関する明確なデータはありません。一方、この教育段階の年少者の学習者や機関の増加がみられたこと
から、調査上では継承語としての日本語教育機関は増加傾向であったようです。「学校教育以外」の日本語教育
は様々な形態が含まれていますが、継承語としての日本語教育を扱う機関であっても、その組織の形態は一律で
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はなく、学校ごとに多様です。さらに、齋藤さんからはカナダ全体における日本語の継承語教育の全容を把握す
る難しさについてお話がありました。調査をお願いしてもプレイグループなど年少者対象の機関の場合、果たし
て「日本語教育」なのかわからないため調査協力を得られない場合もあるそうです。2021 年度の最新の調査から
は「それぞれの学校で継承語教育を行っているか」という質問も追加され、継承語関連の現状がもっと理解でき
るような工夫がなされているそうです。同様に青木さんもカナダの日本語教育の現状を把握する難しさを指摘し
ています。青木さんはヨーク大学の三井晶子先生とのプロジェクトで年少者向けの日本語プログラムの実態につ
いて調査し、その調査結果をまとめ、継承語学習者の保護者のための情報と共にウェブサイト『日本語で育てよ
う！』で発信しています。そこには日本語教育機関マップがあり、45 ほどの継承語学校、補習授業校、プレイグ
ループや親子教室、読み聞かせ会、コミュニティーベースの教室などの位置や情報が掲載されています。その情
報を集めるにあたって国際交流基金の調査と同じように掲載されることを躊躇される運営者もいらっしゃったそ
うで、実際は私たちが考えるよりずっと多くのプログラムがあるのではないかとお話ししていました。このよう
に、この広いカナダの国土には私たちが思う以上に多くの保護者や教師がそれぞれの日本語教育機関やプログラ
ム、保護者グループ等を運営し、学習者が学んでいるのかもしれませんが、その実態を掴むことは今も大きな課
題になっているようです。
継承語学校の歴史と現在の姿
次にこの座談会に参加してくださった方々に、継
承語学校や補習授業校の歴史や現在の姿などについ
てお聞きしました。ベイリーさんは昨年まで勤めて
いらっしゃったバンクーバー日本語学校を例にバン
クーバーの歴史についてお話しくださいました。バ
ンクーバー日本語学校は日本からの移民が増加しそ
の子弟のための教育機関が必要になった 1906 年に設
立されました。バンクーバーには同じような学校が
もう一校あり、それが 1909 年にスティーブストンの
日系漁業団体の援助により設立された日本語学校で
す（現在のスティーブストン日本語学校の前身）。
その後、第二次世界大戦後の日本経済の発展、移民
JALTA お話発表会より
（以後新移民と呼ぶ）の増加や 80 年代の日本語ブー
ムなどを通して、多くのプライベートや非営利団体の日本語学校やプログラムがバンクーバーに増えました。最
近は国際結婚をした若い世代のご夫婦が増え、そのご夫婦が持つ多様な日本語教育観や期待に応えるために特色
がある日本語学校というものが増えたそうです。中にはお子さんたちをバイリンガル話者にすることを強く希望
され、日本語学校を２つ、３つ掛け持ちしているようなご家庭もあるというお話しでした。伊東さんはトロント
の継承語学校についての歴史をお話しくださいました。ベイリーさんが務めていたバンクーバー日本語学校で経
験を積んだ方が 1949 年に戦後初めての日本語学校、トロント日本語学校を開校し、今トロントにある様々な日
本語学校の前身となったそうです。その後、バンクーバーと同じように新移民が増加した 70 年代からその子弟
に対する日本語教育の需要の増加とプログラムへの期待や要望の多様化が起こり、多くの種類の日本語プログラ
ムを開講していたトロント日本語学校のノウハウを受け継ぎつつも、もっと細分化した学校が設立されました。
例えば、新移民のために日本の教科書を使って教えるがその内容や学習ペースは補習授業校ほど規制されていな
い学校、カナダに永住している日系２世や３世に継承語としての日本語を教えることに特化した学校などがトロ
ントで多く設立されたそうです。伊東さんはこのように学校色が違う学校が数多くできていったのは世界的にも
珍しいのではないかと話していました。
最近の継承語学校の現状については青木さんと張さんからご自分が関係している継承語学校を例にお話しを伺
いました。青木さんはオンタリオ州キングストンで他の保護者の方とプレイグループを始め、その後 2010 年に
日本語学校を立ち上げました。幼稚園生から 8 年生までですが、卒業生には高校生ボランティアとして授業に参
加してもらっていました。2013 年からは地元の教育委員会から継承日本語教育のための助成金を受け、学校の門
戸は日本人を親に持つ子供達だけでなく日本語を話さない家庭の子供達にも開かれるようになりました。張さん
は オンタリオ州ロンドンにある「森のまち日本語学校」で Japanese as a foreign languag（JFL）を担当してい
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森のまち日本語学校（幼稚部）

ます。2008 年に保護者ボランティアにより設立されたこの学
校は、日本にかかわりを持つ子供たちへ、毎週土曜日、継承語
としての日本語を主に教えています。現在日本語や日本文化に
興味を持つ生徒たちへも分け隔てなく広く門戸を開放していま
す。幼稚部（JK-SK）、小学部（G1-G8）、JFL（JL-G8）と
３つのプログラムを設け、日本語を読む、書く、話す、聞くと
いう四技能全般の向上を目的としています。また授業の一環と
して、日本文化を伝えるための行事（運動会、お正月会、節分、
ひな祭り、こどもの日など）を年間を通して開催。森のまち日
本語学校として、4 歳以下の子供と保護者が参加するプリスク
ールプログラムもサポートしています。2016 年から London
District Catholic School Board (LDCSB)の International

Language Program (ILP)として認可され、現地小学校の教室・体育館などの無償使用、インストラクターへの給
与や文房具購入費などの経費補助を受けることができ、保護者の費用負担を最小限に抑える形での学校運営を可
能にしています。さらに、同じ校舎をシェアしている ILP 認可のイタリア語学校と現地小学校の生徒に、森のま
ち日本語学校の活動と日本文化を紹介するイタリア語学校と現地小学校の生徒に、森のまち日本語学校の活動と
日本文化を紹介するイベント開催や、ILP 認可全校（12 言語）が参加する国際文化祭へ出店等、積極的に文化交
流をしています。コロナの影響は甚大で、一時は休校やイベント中止、オンライン授業も余儀なくされましたが、
現在では活動制限もなくなり、ほぼ通常通りの授業を行なっています。この２つの学校のように現在ある継承語
学校の多くは新移民が増えた頃からカナダに多く設立され、州政府の援助などを受けることによりその門戸をカ
ナダ人のご家庭の子弟にも開き、JFL などのプログラムも組み込むようになってきました。
補習授業校の歴史と現在の姿
継承語学校に通う学習者と同じような年代の学習者が通うもう一つの日本語教育機関が補習授業校です。こち
らは新移民の増加ではなく、戦後の日本の経済的発展と日本企業の海外進出に伴う駐在員の増加した７０年代頃
設立され、現在カナダには８校あります。今回はオンタリオ州のトロント補習授業校の運営に関わっていらっし
ゃる伊東さんとアルバータ州のエドモントン補習授業校の校長、坂口さんにお話を伺いました。前述したように、
お二人が関わっている補習授業校の目的は現地にいる学習者が再び日本の学校教育に編入する時に問題なく適応
できるよう、義務教育の学習科目を日本語で教えることで、日本の学校の延長という位置付けで文部科学省より
認可、支援を受けているので、国際交流基金の調査には含まれていません。しかし、その学習者数などから考え
るとカナダの日本語教育を構成する重要な一部だと言うことができます。
まず、トロント補習授業校ですが、1973 年にトロント日本商工会により設立され、毎週土曜日に義務教育課程
を中心に教えています。80 年代の後半から幼稚部と高校部（義務教育課程以外）が追加され、最も学習者が多か
った 90 年代は 900 名の学習者を抱え、当時は、ほぼ全員が駐在員の子弟でした。その後、駐在員の減少により
2000 年ごろには 400 名まで学習者が減少したこともありましたが、国際結婚した日本人の子弟が増加し、2010
年から 2015 年ぐらいの間に 600 名ぐらいまで学習者数が戻ってきました。しかし、駐在員の子弟の占める割合
は減り、現在は学習者の半分はカナダに永住する学習者になっています。同様にエドモントン補習授業校は 1977
年に設立され、幼稚科（年長）から中学部までの構成になっています。アルバータ州の州都であるエドモントン
には過去日本国総領事館や日本企業のカナダ支店があり、80 年代はそうした駐在員の子弟のための教育機関で、
多い時は学習者が 120 名ぐらい在籍していました。しかし、90 年代から 2000 年にかけ、ビジネスの中心地がカ
ルガリーに移り、それと同時に日本企業だけでなく総領事館もカルガリーに移転し駐在員の子弟が減少しました。
同時期にエドモントンに住む国際結婚した日本人が増え、現在は 91 名の学習者が毎週金曜日の午後 5 時 45 分か
ら日本の教科書を使い、義務教育基準に基づいた内容を日本語で学んでいます。しかし、学習者の構成は変化し、
最近では駐在員の子弟は総学習者数の 5％以下になっています。そこで 2010 年代からはプログラムの内容も現状
に合うように、今までと同じように日本と同様な国語教育のプログラムに加え、一年で履修したクラスをまた１
年かけて同じ内容を繰り返してさらなる理解を深めるコースや、小学校 3 年生になって内容が難しくなる時に、
英語のサポートを少し入れて学習要領に沿った国語教育を受ける普通科コースなど、学習者の多様性に対応しよ
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うとしています。また、日本の学校の疑似体験ができるように運動会、学芸会、弁論大会、習字教室などの活動
も多く行なっています。
コロナ後の変化、現状
このように時代と共に変化してきた継承語学校と補習授業校ですが、コロナ感染拡大により他の日本語教育機
関と同様にオンライン授業への移行という大きなチャレンジを経験しました。そこで座談会の参加者の皆さんか
らどのように問題に取り組み対応したのか、またオンライン授業のメリットとデメリットなどについても話して
いただきましたので、以下にまとめました。
1． オンライン授業への保護者の反応と学習者数の変化
保護者の中にはオンライン授業に対し不信感を持つ方も少なくなく、体験する前に学校を辞めてしまうご家庭もあっ
た。学校によっては２割程度の学習者数の減少が起こったとの報告があった。そのような中、トロント補習授業校の
伊東さんからは、実際にオンラインを体験した保護者や学習者の反応は良かった、また、エドモントン補習授業校の
坂口さんからは 2008 年より全教室にプロジェクターを取り付けるなど、パワーポイントを含めた視聴覚教材を使っ
ての授業の推進を行なっていたため、オンライン授業に移行してもそれほど授業の形態の差を感じることなく移行で
き、学習者の減少もなかったと報告があった。

2． オンライン授業の経験（メリット？デメリット？）
まず利便性の部分でオンライン授業のメリットとこれからの可能性が感じられた。例えば、遠方から通っている家庭
にとってはオンラインの方が便利だ。同様に、冬天候により学校に通うのが困難になる地域、また現地の公立学校の
教室などを借りていてその学校の事情等で教室が使えなくなってしまう学校では、オンライン授業で対応することが
できるようになり、休校にする必要がなくなった。
ベイリーさんから学校側のメリットのお話があり、コロナ禍で先生が不足したが、オンライン授業だったため遠方に
住んでいる先生を雇うという可能性が広がったということだった。
次に保護者と教師からの意見だが、保護者は子供が勉強している様子が見られるため、勉強内容がわかるという利点
があった反面、年少者の場合はずっと一緒にいて手伝ってあげなければいけないという大変な部分もあった。教師か
らは保護者が一緒にいてくれたので学習者が普段より集中しているようで教えやすく、学力やレベルの向上につなが
ったという報告が多くあった。トロント補習授業校の伊東さんもオンライン授業で書くレベルが上がったと話してい
た。
エドモントン補習校の坂口さんからもオンライン授業のメリットとデメリットが報告された。オンライン授業になっ
て学校の Learning Management System として Google classroom を使い宿題や資料のやり取りが円滑に行えるよう
になった。現在、対面になっても続けて使用しており、保護者とのコミュニケーションにも有効だと感じている。授
業時間だが、対面時は金曜日の午後 5 時 45 分から 8 時 45 分までで、間に休憩を入れていたが、年少の学習者にとっ
ては長時間だった。オンライン授業時は授業時間のみとなり、少し負担が減ったと感じられたが、対面時のように休
み時間に友達や先生と話したり遊んだりする楽しい時間が無くなったのはデメリットに感じられた。さらに、最近は
インターネット上に様々な日本語学習資料や日本語プログラムがあり、補習授業校としての意味や魅力が失われ、そ
れが学習者の学習意欲を失わせているように感じている先生もいる。このように多くのチャレンジがあったが、学習
効果や学校運営の面から見ると、どちらかというとポジティブな経験になったと坂口さんは評価している。
3． 教師と保護者の連携やコミュニケーションの機会の減少
今回の座談会の参加者が一様に重視していたのが教師や学校と保護者との連携やコミュニケーションで、コロナ禍で
それを行う難しさを強調していた。家庭学習が学習者の日本語能力向上に深く関係していることを皆さん認識してお
り、これまで行われていた担当教師と保護者が休み時間やお迎えの時間などに行なっていた会話の重要性について報
告していた。トロント補習授業校ではコロナ以前は保護者に朝の読み聞かせなどでボランティアとして学校活動に参
加していただいたり、学校や学習者の様子を見ていただいていた。しかし、コロナ禍ではそのような活動ができなく
なり、学習者の学習状況や家庭学習のお願いなどができにくくなった。州にもよるが、他の学校からも保護者が校内
へ入ることが許されず以前のような教師と保護者がコミュニケーションをとる機会がなくなったという話が出た。

4． オンライン授業の時の学習者の学習意欲の低下
３の教師と保護者のコミュケーションの機会の不足に関連し、教師から保護者へ家庭での学習のお願いや提案を伝え
るのが難しくなっているため学習者の学習意欲が低下しているのではと心配している先生も多い。さらに、２にある
ように、以前は単に勉強するだけでなく、友達や先生と話したり、休み時間に遊んだりする時間も含めての学校だっ
たが、オンライン授業の場合はそのような時間がなく学習者にとって勉強のモチベーションの維持が難しい。
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5. 学習者の学力について
２でも触れたように、年少の学習者は保護者が授業時に一緒に参加していたため、学習者がより集中できてレベルが
上がったという報告もあるが、オンライン授業になってから個人差が大きくなったこと、技能によりレベルが上がっ
たものとそうでもないものがあることも否定できない。

6. Wi-Fi やコンピューター機器に関する問題
家庭にコンピューターが１台しかなく兄弟で共有しなければならない場合、授業を受けるのに支障があった。家庭の
Wi-Fi 環境が良くない、また Wi-Fi がなく公共施設まで行って授業を受けなければいけないような家庭もあった。そ
れについては、エドモントン補習授業校では兄弟がいる家庭が困らないように授業時間をずらすなどの工夫を行なっ
て対応した。

7. 対面へ戻る時の不安感、多様化する要望
対面授業に戻る前に教室内の安全、マスク着用の有無等学校に子弟を送ることに不安を感じる保護者からの問い合わ
せが多くあった。さらに、保護者からの要望も多様化した。例えば、オンライン授業の時に子供の様子を見ることが
できていたこともあり、対面になってから保護者から毎回の授業風景を逐一写真に撮って共有してほしいというよう
な要望があった。森のまち日本語学校では、従来より Facebook のページに対面授業の写真を月に１、２回程度掲載
し、学習者の姿を保護者に発信していた。また、２にもあるが、遠方に住んでいるご家庭はオンライン授業の利便性
を感じ、今後も継続してほしいという要望もある。

今後の展望
座談会では上述したようなコロナ禍でのオンライン授業への移行についての体験談などを共有した後、今後の
展望についてお話を進めました。特に継承語教育の指針、教材の共有、教師への支援、コラボレーションの可能
性などについて意見交換を行いました。
1． 継承語教育の指針
森のまち日本語学校の張さんは同僚の先生方からの質問で、継承語学校で日本語を教える場合の体系的な指針につい
ての話題を提供した。青木さんからキングストン日本語教室を立ち上げた際に参考にしたアメリカの The National
Standards（現 World-Readiness Standards for Learning Language）と CEFR（The Common European Framework
of Reference for Language）が紹介された。また JFT の齋藤さんから国際交流基金が作成した JF スタンダードを紹
介いただいた。
2． 教材の共有
バンクーバーの日本語教育事情に詳しいベイリーさんは同僚の先生方からの要望で教師間の教材共有についての話題
を提供した。例えば、学校によっては教師に有料のアプリやプログラムを提供できない場合もある。そのようなソフ
トで作られた教材をウェブ上などで共有できないだろうかというご意見だった。現在は共有のためのリンクなどはな
いようだが、青木さんから国際交流基金トロント日本文化センターと CAJLE 共催 の「継承語オンラインネットワー
ク」のワークショップに参加するとグループの Slack にアクセスできるようになり、そこで情報共有の可能性がある
と紹介いただいた。

3． 教師への支援
伊東さん、坂口さんからカナダでは 2 つの補習授業校に文部科学省より派遣教師が送られており、現地採用教師の指
導などを行なっていると報告があった。継承語学校の場合はそれぞれの学校が教師の指導を行なったり、日本で教師
経験のある方が教えたりと補習授業校のようなサポートが以前はなかった。そこで、1974 年にバンクーバーで設立
されたのが JALTA 日本語教育振興会 だと現会長のベイリーさんより説明があった。70 年代にバンクーバーで日本語
学校が多く設立された際に継承語学校の先生をサポートする機関がないと感じた当時のバンクーバー総領事、ブリテ
ィッシュ・コロンビア大学の教師陣、日本語学校の校長が集まり先生の質の向上を目指して JALTA 日本語教育振興
会を創立し、現在も教師、保護者向けにさまざまなワークショップや研修会などを行っている。このようなワークシ
ョップや研修会も最近はオンラインで行われているため、カナダ全土の教師や保護者がアクセスできるようになって
おり、１や２のような問題についても意見交換や情報交換をする機会がある。

4． 協働活動の実践と可能性
最後は学校間、教師間、保護者間、そして、学習者間のコラボレーションの可能性について話し合われた。青木さん
がキングストン日本語教室でのオンライン授業の活動の例として他の学校と合同授業のお話を共有された。キングス
トンとモントリオール（ケベック州）とモンクトン（ニューブランズウィック州）にある日本語学校で合同授業を実
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施し、一緒にゲーム等をし学習者は楽しんでいたそうだ。授業は好評で、学習者間の仲間意識が芽生えただけでな
く、保護者からもこんなに日本語を使って話している子供の姿を初めてみたというようなご意見をいただいたそう
だ。また、ベイリーさんからもモントリオール日本語センターが昨年より行なっている学習者向けのスピーチコンテ
ストについてご紹介があった。学習者が勉強したことを発表できる機会を提供することがモチベーション向上に役立
つ例ではないかと話された。

まとめ
今回はとても短い時間の座談会ではありましたが、継承語学校と補習授業校の歴史的な変遷からコロナ禍での
工夫や問題点まで幅広い話題での意見交換ができました。行政の定義上では区別され、日本語を学ぶ目的が違う
学習者が通っていた継承語学校と補習授業校ですが、カナダの現状や学習者の学習目的の多様化によりその状況
も変化しています。さらに学習者や保護者もそれぞれの目的により学校を選ぶようになり、継承語学校と補習授
業校で同じような懸念事項が増えているようにも感じられました。このような現状の中、お互いに意見交換をす
る機会を持つことや協働活動を行なうことの重要性とその可能性を確認しこの座談会は終了しました。
最後にいち早くコロナに関する規制が緩和されたエドモントン補習授業校の現在の様子を皆様にお届けいたし
ます。エドモントン補習授業校では本年度から学習者、保護者、教師が学校に戻っており、先日も皆で会し入学
式が行われたそうです。座談会で校長の坂口さんは今の補習授業校の姿を「元気で華やかで、笑顔しかない！」
と嬉しそうにお話ししてくれました。コロナ禍で多くのご苦労があったと思いますが、それを乗り越え、また学
校に皆が集い笑っている、そんなエドモントン補習授業校の笑顔が読者の皆様の学校、そしてカナダ全土の継承
語学校と補習授業校でも見られる日が早く来ることを祈りつつこの特集記事を締め括らせていただきたいと思い
ます。

CAJLE 活動報告
CAJLE より「継続」シリーズ、継承語オンラインネットワーク、第 33 回カナダ日本語全国弁論大会の三
つの活動を報告いたします。（編集部）

日本語教師情報交換会 第 35 回 日本語学習を継続させる
小室リー郁子 ( トロント大学 )

（上掲スクリーンショット提供：国際交流基金トロント日本文化センター）

（上掲スクリーンショット提供：国際交流基金トロント日
国際交流基金トロント日本文化センターとの共催イベント「日本語学習を継続させる」（通称「継続」、詳細
本文化センター）
は https://www.youtube.com/watch?v=KuNLx0i6H8U&feature=youtu.be）では、2022 年 5 月 7 日（土）、「教室
に戻った日本語教育の現場から」と題した情報交換会を実施いたしました。ON 州、BC 州、AB 州から参加して
（上掲スクリーンショット提供：国際交流基金トロント日
くださった先生方と実践に基づいた活発な意見交換が繰り広げられました。
本文化センター）
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トピックは、（１）授業形態と心境の変化、（２）オンライン授業から対面授業への移行、（３）経験した授
業形態：対面授業のよさ vs.オンライン授業のよさ、（４）日本語教育のこれから、に関するもので、それぞれ
が置かれている環境でこの二年間奮闘された様子が語られました。すでに一部あるいは全面的に対面に戻られて
いる方々のお話からは、まだ感染の危険が残る現場での仕事は、健康面や精神面での不安などがつきまとい、仕
事の量も以前より増えているため、教室に戻ったことを手放しでは喜べないという現状が浮き彫りになりました。
教師も学習者もオンラインという、多くの者にとってはかつて選択肢にはなかった環境を経験したことにより、
授業の形態から教室活動や課題などに至るまで新しい可能性が数多く生まれました。一方で、身の回りにはオン
ラインツールがあふれ、テクノロジーがこれまでにも増して急速に進む中で、気づけば疲弊している自分がいる
という声も聞かれました。これからの私たち教師には、今後何を残して（継続させて）、何をパンデミック前に
近い状態に戻すのがよいのかを模索し、それぞれが置かれている環境で自分と学習者にとって何が適しているの
か、そのバランスを考えることが、我々教師にとっての課題だということを実感いたしました。ご自身の体験を
共有してくださったみなさま、どうもありがとうございました。

オンライン日本語教師情報交換会：日本語学習を継続させる 36
日 時：2022 年 7 月 16 日（土）午後 2 時から午後 4 時（東部時間）
テーマ：オンライン語学学習に対する学習者の認識
発表者：富田恭代先生（OISE/トロント大学）
詳細、申し込み等はこちらをご覧ください。

継承語オンラインネットワーク
CAJLE の継承語オンラインネットワークは国際交流基金トロント日本文化センターと共催で、継承語教育機
関・グループをつなぐネットワーク を作り、情報、ノウハウの共有、相談ができる場として、2019 年より、
「継承語オンラインネットワーク」を開始しております。現在年に 2 回オンラインでのワークショップを行って
おります。
第六回目となるワークショップを 12 月 9 日に「カナダで育つバイリンガルマルチリンガル」をテーマに、中
島和子先生をゲストにお招きし開催いたしました。前半ではご講演ビデオを視聴した上での質疑応答、後半は、
「日本語への興味のひきつけ方」「楽しく日本語 の勉強を続ける方法」「英・仏語に傾きがちな子どもから日本
語を引き出す方法」というテーマのグループに分かれ、アイディアの共有、またそこから中島先生へお聞きした
い質問等を話し合いました。当日は約 30 名が参加され、時間が足りなかったという感想が出るほど積極的に意
見交換されていました。ご自身もカナダで子育てをされ、また長年カナダの継承語教育研究の第一人者である中
島先生のお話から日本語で子育てをしている保護者の方も、継承日本語を教えている先生方も多くのことを学ぶ
ことができたと思います。
次回第 7 回は 6 月 15 日（水曜日）にハリファックス補習授業校の学校紹介をしていただく予定です。カナダ
には様々な形態の継承日本語教育機関が存在します。それぞれの学校の現状を知ることで横のつながりがさらに
強くなることを願っております。また、お話の後には小グループに分かれてのディスカッションの時間も設けて
ありますので、皆様のご参加をお待ちしております。

第 7 回継承語オンラインネットワーク
日時：2022 年 6 月 15 日（水）午後７時から午後９時（東部時間）
Zoom にて（リンク等は後日お知らせいたします。）
要事前申し込み：https://jftor.org/event/keishogo7/
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第 33 回全カナダ日本語弁論大会開催後記
大会実行委員長・高円宮センター所長

藤原文

2022 年 3 月 26 日、全国大会組織委員会・CAJLE
の共催により第 33 回全カナダ日本語弁論大会を開催
いたしまし た。本大会には、例年通りカナダ７地区
大会の各カテゴリー（初級・中級・上級・オープ
ン）第一位通過者、そして２０名を超える学生ボラ
ンティアが参加しました。２年ぶりの対面式での開
催となり、出場者の発表を直に聞くことにより熱意
や意欲を感じ取ることができました。更に、オンラ
イン上では困難である、出場者同士や学生ボランテ
ィアとの交流が実現したことは大変嬉しく思いま
す。また、設備の関係上、ハイブリッド式は完璧と
は言えませんでしたが、全国に大会の様子を生配信
できたことは、大変意義があり、１００名以上の視
聴者が集まりました。それぞれの出場者が、新型コ
ロナウィルスによる困難を乗り越え、日本語への関心を失わず、学習を続けながら本大会出場に至った経緯を考
えると深い感慨を覚えます。本大会をご支援下さった三井カナダ様、国際交流基金、そして在カルガリー日本国
大使館には心より御礼申し上げます。また、本大会は常に各地域における多くの日本語教師の皆様、そして地
区・全国大会実行委員会の皆様のご尽力があって初めて成り立つ大会です。皆様のご協力に深く感謝いたします
とともに、当高円宮センターと致しましても、CAJLE、実行委員会、そして関係者の皆様との強い連携の上、今
後の弁論大会に貢献して参りたいと思います。

日本語教育グローバルネットワークプロジェクト
「セカイの日本語〜みんなの声〜」活動報告・予定
プロジェクトチーム（米本和弘・柴田智子・川口真代・津田麻美・林寿子）
本プロジェクトでは、多様な日本語使用者の「声」を集め、日本語にまつわる様々な考え方や経験を通して、
言語と話者の多様性について理解を促進することを目的としてきました。
【リソース作り】
日本語母語話者や日本語学習者を含む日本語使用者のインタビューを再構成し、リソースとしてアーカイブ化
する作業を継続中です。これらのリソースは、プロジェクトのウェブサイト「セカイの日本語〜みんなの声〜」
（https://sekainonihongo.com/）からご覧いただけます。
【ワークショップ開催】
2022 年 8 月に、年次大会のプレ大会イベント及び、グローバルにつながるオンライン日本語教育シリーズ（日
本語教育グローバルネットワーク共催）として、オンラインでのワークショップ開催を予定しています。上記の
リソースなどを用い、特に日本語教育という観点から、言語と話者の多様性に対する理解について考えます。
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【論文】
本プロジェクトのインタビューをもとにした論文が、2022 年夏発行予定の Journal CAJLE に掲載される予定で
す。その中では、多様な背景を持つ日本語使用者の経験と考えに耳を傾けると同時に、自分自身が持つ言語と使
用者に対する考えや行動について意識的になることの必要性を論じました。
米本和弘・川口真代・津田麻美・林寿子・柴田智子（2022）「日本語使用者の語りに基づく多様な日本語に対
する理解促進―「セカイの日本語〜みんなの声〜」プロジェクトから―」『Journal CAJLE』Vol.23
【連載執筆】
前号のニュースレター（Issue 63）から「セカイの日本語〜わたしの声〜」というタイトルでこれまでの活動
を振り返り、連載をしています。ぜひお読みいただき、ご感想などお聞かせいただけると幸いです。
2016 年より日本語教育グローバルネットワーク(http://gnforjle.wiki.fc2.com/)のプロジェクトとして行 ってき
た本プロジェクトは 8 月のワークショップをもって終了となります。プロジェクトの概要やこれまでのワ ーク
ショップ等の詳細は CAJLE ウェブサイトにも掲載してありますので、そちらをご覧ください。

― GN プロジェクト ―
連載「セカイの日本語〜わたしの声〜」（全 5 回）
CAJLE の GN プロジェクトでは、日本語や日本語話者の多様性への意識を
広げるため「セカイの日本語〜みんなの声〜」(https://sekainonihongo.com/)
というウェブアーカイブで様々な日本語話者の声を届けています。
この５回に渡るシリーズでは、プロジェクトに関わっている私たちメンバ
ーが、プロジェクトで感じたこと、気づいたこと、考えたことなどを振り返
り読者の皆様と共有の場を設けたいと考えています。

第２回
「セカイの日本語〜みんなの声〜」を通して日本語育児を考えよう
林

寿子（カールトン大学）

私は大学の日本語教師であるとともに二児の母でもある。子供達には日本語で育児をしている。小学校１年生
の長男は言葉はほとんど発さないスペシャルニーズの子だが、英語での支援学校生活・セラピーが終わると家で
は日本語の童謡で手遊びを一緒にしたり、日本語の絵本を次々と私に読んでといわんばかりに持ってくる。彼に
とっての日本語は癒しのような感じだ。未就学児の次男は、日本語と英語の使い分けが少しずつ出来てきて、時
には日英ごちゃごちゃになりながらも、自分の言葉の世界を広げている。コロナのロックダウンに入る直前に生
まれた次男は、日本語使用者との定期的な交流は母である私、おばあちゃんとのライン、たまに一緒に遊ぶ限ら
れた日本語使用者家族くらいだ。英語のデイケアに行き始め英語で話すことも増えてきたので親である私は余計
に罪悪感に苛まれる。
そんな時、「セカイの日本語〜みんなの声〜」プロジェクトで、インタビューをした人たちの「こえ」がとて
も心に響いた。これらの人々は、完璧な日本語を話さないと日本人と同じ立ち位置ではなくなる、日本語を間違
えたり、スムーズに話せないと恥ずかしいというジレンマを示しながらも、各々の理想や夢に向け、たくましく
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多言語生活をおくっている。ここから私たち保護者は何が学べるだろう。どのように多言語を背景に持つ子供達
のアイデンティティを前向きに気長にサポートし、日本語の言葉の世界を広げる手助けができるのか。幼い子供
の日本語育児で私が家庭で実践していることは、例えば「こぐまちゃんのほっとけーき」を読んだ後、一緒にホ
ットケーキを絵本で出てくる言葉を使いながら作ったり、「シャボン玉」を歌いながらシャボン玉遊びをするよ
うなことで、とにかく言葉を身近に感じさせることを大切にしている。また、子供達の言語と言語を取り巻く社
会・教育・家庭環境を包括的に考え、多言語環境の特性を中心に、世界も広がるという風に、日本語育児の中で
の当たり前の現象として子供と接するようにしている。読者の皆様にも、「セカイの日本語〜みんなの声〜」の
インタビューを一度ご覧いただき共感できる部分を探していただきたい。様々な背景を持つ日本語使用者の多様
な「こえ」は私たち保護者、教育者の気持ちを応援し、日本語育児の疑問を解決できるようなヒントが隠されて
いるのではと感じるこの頃である。
本号の記事を読み、考えたことや気づいたこと、ご自身が日頃から行なっていることなど、皆さんの声もぜ
ひこちらからお聞かせください。（https://padlet.com/kazuhiro_yonemoto/sekainonihongo）

カナダ全国日本語弁論大会ロゴコンテスト結果発表
活動報告でご紹介しましたカナダ全国日本語弁論大会ですが、今年 33 年目を迎えるにあたりロゴコンテス
トが開催され新しいロゴが決定しました。コンテスト実施の経緯、そして優勝者のローラ・ソロボディアン
さんの声と共に新ロゴをご紹介いたします。（編集部）

ロゴコンテストの実施について
全国弁論大会組織員会（ロゴコンテストチーム）より
2014 年より全国弁論大会組織委員会と CAJLE が共催することになりましたカナダ全国日本語弁論大会はおか
げさまで今年度第 33 回大会を迎え、組織としても軌道に乗ってまいりました。そこで、組織委員会では今後よ
り一層弁論大会に親しみを持ってもらえるように、日本語学習者の方々からデザインを公募するロゴコンテスト
を実施することにいたしました。開催に際して高円宮日本教育研究センターのご後援をいただきました。
ロゴデザインの公募にあたっては「日本語弁論大会にふさわしいデザインで、NJSC の文字を使用すること」
をデザインの唯一の条件とし、現在カナダで外国語または継承語として日本語を学習中の人からの応募を広く募
りました。
個性豊かな作品がカナダ各地から寄せられました。最終的に集まった 21 点の中から組織委員会内での投票に
よりショートリストとして 4 点を選び、SNS を用いた一般投票を行いました。その結果、最も多くの票を集めた
のがアルバータ州在住のローラ・ソロボディアンさんの作品です。その作品は組織委員会でカナダ全国日本語弁
論大会の正式なロゴとして決定され、早速今年度の第 33 回大会のプログラムデザインや大会バナーを美しく飾
ってくれました。
これからも日本語学習者を支えてくれるこのロゴを、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
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ロゴコンテスト優勝者の声
ローラ・ソロボディアン

NJSC ロゴのデザインをしたソロボディアン・ローラです。私は
小学生のころからずっと日本に興味があり、それがきっかけでア
ルバータ大学で日本語を勉強し始めました。そのあと日本に留学
し、日本に住んで少し働きました。カナダに帰った後は大学で日
本文学の修士号をとりました。そのあと仕事は大学で事務を手伝
っていましたが、デザインに興味があったので、デザインの勉強
をしました。今はまだかけだしですが、フリーランスのグラフィ
ックデザイナーをしています。私はいつも日本語が下手ですが、
日本の雑誌やデザインの本をよく見ます。日本のデザインは面白
いものが多いです。とても勉強になります。
ロゴのコンテストのことを知って、とても自分に合うことだと
思って応募しました。日本語の勉強っていろんな方法、色々な道
やチャンスがあると思います。ロゴはそういう意味で作りまし
た。私のロゴが選ばれてとてもうれしいです。

ジャパンボウル結果報告
前号でお知らせしたジャパンボウルがオンタリオ州とブリティッシュ・コロンビア州で開催されました。その
様子をご報告いただきました。（編集部）

第 5 回ジャパンボウル・オンタリオ大会開催後記
ジャパンボウル・オンタリオ

実行委員会

2022 年 3 月 19 日、Huron University ・ Japan
Society の共催により第 5 回ジャパンボウル・オン
タリオ大会を開催しました。ジャパンボウル®と
はワシントン DC 日米協会が 1992 年に設立した
日本語・日本文化の知識を競うクイズ形式の大会
で、現在、カナダでは、バンクーバー（BC 州）
とロンドン（ON 州）の 2 カ所で高校生を対象に
開催されています。 今回のオンタリオ大会は、新
型コロナウィルス感染拡大の影響により、一昨
年・昨年に引き続き、オンライン開催となりまし
たが、オタワ・トロント・ロンドン地域の 18 校
から 34 名の高校生が集いました。
ジャパンボウル大会は、3 人 1 組のチームで競
い、予選を勝ち抜いた上位 3 チームが決勝戦に進みます。言語のみならず日本の文化、社会、日常生活、歴史、
地理、時事問題に関して出題され、また、文化ワークショップを通して参加者は他校の高校生とも交流します。
大会後、参加者からは、多岐にわたる様々な日本文化を学ぶきっかけになったという感想が聞かれ、日本への興
味、日本語学習へのモチベーションに繋がったことを実感しました。さらに、参加高校の中にはジャパンボウル
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のための勉強会を定期的に始めたところもあり、この大会が少しずつ地域に浸透していっていることを大変嬉し
く思います。
この度の開催をご支援してくださった、在トロント日本国総領事館、Japan Foundation, Toronto、また、ご指
導くださった高校の先生方、審査員の方々、そして、スポンサーの皆様に心より御礼申し上げます。本大会の詳
細レポートは、Japan Society のウェッブページでご覧いただけます。

2022 Metro Vancouver Japan Bowl
Japan Bowl Vancouver Organizing Committee
On March 12, 2022, the 5th Annual Metro Vancouver Japan Bowl
(MVJB) offered a fun day of Japanese language and culture for
high school students. The MVJB was held in person at the Nikkei
National Museum and Cultural Centre (Burnaby, BC), in
accordance with provincial COVID-19 restrictions. Over 85 people
attended, with 14 teams representing 7 schools from around the
Lower Mainland. Special guests included the Consul General
Takashi Hatori and Consular staff Steve Chevalier and Ryosuke
Nakazawa; Vancouver Okinawa Taiko; and Urasenke Tea
instructor Yasuko Takahashi.
Starting with opening ceremonies and dynamic Rajio Taiso
calisthenics, the MVJB had two 20-question preliminary rounds. Th
English and Japanese-language questions tested students on topics identified in the study guide for the National
Japan Bowl in Washington, DC, such as Meiji-Heisei Periods, the Chubu Region, Current Events, and Manners
and Body Language. Students answered in a variety of forms - hiragana, katakana, kanji, and romaji - thus
stretching their Japanese knowledge to new lengths.
After a bento lunch, the three top teams competed head-to-head in the Championship Round with “The Pillar
Men” from Coquitlam’s Centennial Secondary School taking first place. The event closed with an ippon-jime and
inspiration to continue studying Japanese.
The organizing committee led by JETAABC is thankful for the invaluable support from our Japanese partners (the
Consulate of Japan in Vancouver, CLAIR, MOFA and the Japan Foundation in Toronto); 15 community partners,
and 33 pre-event and day-of volunteers. We look forward to making next year’s Metro Vancouver Japan Bowl even
better!
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学校紹介
今回の「学校紹介」は、ユーコン準州よりユーコン日系人会の子供のための日本語学校と大人のための日本語会
話教室、そしてオンタリオ州より日修学院をご紹介します。（編集部）

ユーコン日系人会（ユーコン準州）
子どものための日本語学校
講師：黒川鈴子
ユーコンにはユーコン日系人会が運営する、子どものための日本語学校、日本語で活動するプレイケアグルー
プ、そして大人のための日本語会話クラスがあります。
日本語学校は 5 歳から、プレイケアは乳幼児から参加できます。どちらも日本語を学び・使う場の提供と、日
系カナダ人の子ども同士のコミュニティ作りを目的としています。プレイケアは親同士の交流・情報交換の場も
兼ねています。
日本語学校の生徒は多いときで 10 人ほどです。週に一度、小学校の教室を借りて授業をしています。日本語
レベルに差があるため、授業はそのときの子どもにより柔軟に対応していますが、学校の時間が楽しくなること
を一番の目標に運営しています。教材はくろしお出版の『おひさま』に、ゲームや絵本を取り入れています。
プレイケアは屋外活動も積極的に取り入れ、日本文化を意識した四季折々の行事で文化継承を目指しています。
最近では会員の協力を得て、キャンプ場でユーコンの動植物のレクチャー、畑を借りて芋ほり体験をしました。
屋内では保護者の手作りで日本の縁日を再現するなど創意工夫しています。資金はユーコン政府からの補助金、
市のゴミ拾いやリサイクル、会員によるファンドレイジング活動でまかなっています。

大人のための日本語会話教室
講師：鳥飼文彦
大人のための日本語会話クラスは、私がここホワイトホース市で、もう 20 年近く教え続けております。ユー
コン・カレッジ（現ユーコン大学）の夕方のクラスとして始まったこのクラスも、10 年ほど前から JCAY の傘下
に入り、登録者数の制限なしに小さいグループの希望者に教えております。コロナが始まった 2020 年春から
Zoom class に移り、現在に至りました。今は初心者と中級者との、二つのクラスを教えております。
私が目指しているのは、基本的な日本語会話の学習を通して、日本文化の紹介をしたり、日本語的思考法と英
語的思考法の比較などについて話し合ったりすることです。日本語と日本文化に興味を持っている人たちがもっ
と知識を深めるのに、できるだけの援助をしたいと思っております。
＊ユーコン日系人会からユーコン準州の日系人社会の歴史と現在につながる日本語教育ついてのビデオもご紹介
いただきました。是非リンクをクリックしてご覧ください。（編集部）

https://www.youtube.com/watch?v=dY8f-VgBvC4
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日本語学校 日修学院（オンタリオ州トロント市）
事務長：カーン伸江
まだインターネットなど便利な情報ツールも無い時代、「子どもたちに正しい日本語を習得させながら、日本
の文化を伝えたい。バイリンガルに育てる事によって、カナダと日本の文化を持つ子どもたちを国際的な視野が
持てるように育てたい」という思いで保護者が集まり、その願いが叶って 1989 年 9 月に日修学院が創立されま
した。トロント市の中央にあり地下鉄にも近く、周辺の環境も良いベッドフォード校を校舎として授業を開始し
ました。
その後、トロント新日本移住者協会のサポートにより、日本語継承語教育の学校としてトロント市で日本語学
校として活動しています。2017 年には非営利団体として登録をして現在に至っています。開校時 45 名 3 クラス
からのスタートでしたが、現在では 110 名 10 クラスの運営をしています。創立時の理念を再認識する中でこれ
からの教育と学校運営の指針を維持する事ができるように今も努力し続けています。
日本の子供たちが学習している日本語に少しでも近づけたいという保護者たちの思いをもとに、10 年間のプロ
グラムでは、日本の小学校 6 年までの教科書を使用して、年齢相当の日本語力が身につくように指導していま
す。幼稚部４-５歳児の二年間は、小学校への準備期間とし語彙や文字に触れます。小学部１年６歳から中等部２
年１４歳までは教科書を使用して「読む/書く/話す/聞く」四技能を育成します。教科は、国語の学習を軸とした
本科と、学習を発展させる専科で構成されています。それぞれの学年に合わせて、童話、せいかつ・社会、歴
史、音楽、書道などを組み入れ、日本文化や情緒に触れながら多岐方面から日本語を学習できるようになってい
ます。これら本科と専科の授業は、午前と午後の 6 時限でプログラムを組んでいます。
一週間に一回の通学のため、学習の定着面で学校と家庭が共に歩むことを不可欠としています。全学年とも毎
週配布される宿題をその週の家庭学習のガイドラインとし、親子で学習することによって目標を達成するように
作られています。家庭学習のサポートの一環として、日本の書籍、ビデオなどの教材貸し出しを行い幅広い日本
語に触れることを奨励しています。Covid-19 以降も、G-Suite オンライン化へと即対応し、リモート授業やオン
ライン運営で確実に学習や指導および生徒や家庭との結びつきなど、学校組織を維持することができました。
日修学院に通学してくる子供達は、平日は現地校に通い、カナダの社会で生きる為に必要なことを学習してお
ります。このような環境で育っている子供達が、土曜日には日本語を学ぶために日修学院に通ってきています。
父母が育った環境とはかなり違った環境で生活しているわけですが、毎週通学して学んでいる子供達を見ている
と、環境があることの大切さや子どもたちの適応性のすばらしさを感じます。
日本語を話す時間がほぼ無いカナダの社会で、日本語を学び維持するのは容易なことではありません。しか
し、子どもは、親の言語を学ぶことにより親の文化が何であるかを認識し、その価値と特異性を理解する事がで
きるようになります。このことは、日本やカナダの文化だけでなく国際的な視野を広め幅広い心豊かな人間性へ
とも導きます。日本語は、毎週土曜日の積み重ねで、確実に子供達に定着していきます。日修学院は、日本語を
話す親に育てられた子どもたちが一緒に学び交流できる場を提供することによって、将来日系カナダ市民として
の自覚と誇りを持って日本文化を継承していけることを願っています。そのためにも日加交流を通して、多様文
化主義を国策とするカナダ社会に貢献できるように、その指導育成に努めています。

CAJLE TWITTER フォローお願いします！
@CAJLE_ACELJ
日本語教育関係の情報について発信しています。
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国際交流基金コーナー
JFT からのお知らせ：JFT 日本語教育教師用資料サイト
JFT オンラインまるごと日本語講座：教案集
国際交流基金トロント日本文化センターでは、JF 日本語教育スタンダード準拠 国際交流
基金オフィシャル日本語コースブック『まるごと 日本のことばと文化』シリーズを使用
した 1 年間のオンライン日本語講座を提供しています。
2021 年度に使用したレベル 1～3 の同講座の教案を以下のとおり公開します。『まるご
と』ご利用の際に、参考資料としてダウンロードの上、ご自由にお使いいただけます。
https://jftor.org/language/resources/teacher/jft-teaching-plans/

まるごと教材プロジェクト：おたすけ資料集
「まるごと教材プロジェクト」とは、カナダの日本語教育の現場で「まるご
と」教材をより使
いやすくするために、教師用レファレンスとしての「資料集」を作成するプロジ
ェクトです。カナダ各地の日本語教師の有志の方々がプロジェクトメンバーとな
り、「まるごと」B1 教材を使用する際に利用可能なデジタルリソース、動画リ
ンク、副教材等を含む中級 1（B1-1）、中級 2（B1-2 ）及び、資料集が以下の
とおり完成しました。

https://jftor.org/language/resources/teacher/marugoto-materials-collection/
JFT オンラインまるごと日本語講座：受講生の作文集 公開
JFT で日本語を学んでいる方々の作文です。初級２ではカナダのイベント、初中級のクラスでは自分の故郷と
日本の習慣の違いについて書きました。ぜひご覧ください。
https://jftor.org/language/classes/jft-student-works
国際交流基金日本語教育紀要 第 18 号 公開
『国際交流基金日本語教育紀要』は、国際交流基金の日本語教育事業に携わる日本語教育専門員、海外派遣日
本語専門家、職員等により執筆された論文および報告を掲載し、様々な国・地域における日本語教育に関する論
考や実践、調査研究等を日本語教育関係者の皆様にご紹介しています。

https://jpf.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&i
ndex_id=80&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=13&block_id=21

「JFT まるごと日本語講座」見学のお知らせ

JFT まるごと日本語講座に興味のある学習者、及び、
カナダの日本語の先生方はオンラインでの授業見学が
可能です。詳細は以下のサイトをご確認ください。
https://jftor.org/language/classes/class-observation/
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CAJLE よりお知らせ
ジャーナル ・ジャーナル編集部

JOURNAL ・ JOURNAL EDITOR
ジャーナル CAJLE では例年通り投稿論文（査読付き）を受け付けております。2023 年 1 月 10 日までにご投稿
いただいた論文は同年の（2023 年）の掲載号（Volume 24）に向けての審査・査読対象とさせていただきます。
詳細は CAJLE ウェブページにて、最新の投稿ガイドライン（https://www.cajle.info/publications/journal-cajle/）
をご覧ください。

We are accepting manuscript submissions for peer review to be considered for publication. Manuscripts submitted
by January 10, 2023 will be guaranteed to be reviewed and considered for publication in the same year’s volume.
Our next volume (Volume 24) will be published in the summer of 2023. For further details, please consult the current
full guidelines at the CAJLE website: https://www.cajle.info/publications/journal-cajle/

地域研修会支援金について

REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND
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。これまで国内の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。お申し込みの詳細
はこちらをご覧ください。また、Zoom などの使用により地域活動もこれまで以上に多種多様になっているため、
対象経費項目の見直しを行い、経費として認められる項目も増えました。地域研修をお考えの方は CAJLE 広報
までお問い合わせください。皆様からのお申し込みをお待ちしております。（広報:cajle.pr@gmail.com）
In October 2014, CAJLE introduced the Regional Workshop/Meeting Support Fund, and this has allowed broadranged activities that assist with the growth of Japanese language education in Canada. Workshops have been
held in various regions. This fund will enable members to plan and create their own instructor training, as well as
networking meetings that suit regional needs. Please see the website for more information. In addition, since
regional activities have become more diverse than ever with the use of Zoom and other tools, we have reviewed
the eligible expense items and increased the number of items that can be reimbursed. If you are considering regional
training, please contact CAJLE Public Relations.We look forward to receiving your application. (Public Relations:
cajle.pr@gmail.com)
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CAJLE2021 年度下半期活動報告（2021 年 12 月〜 2022 年 5 月）
書記 白川理恵、ベイリー氏江智子
理事会担当報告及び承認事項
2021 年
12 月 1 日
12 月 8 日
12 月 9 日

12 月 27 日
2022 年
1月5日
1 月 24 日
2月9日
2 月 13 日

3 月 26 日
3 月 26 日

4 月 13 日
5月7日
5 月 14 日

広報部よりニュースレター63 号発行
第 5 回オンライン理事会開催
第 6 回継承語オンラインネットワーク開催 オンラインで実施
・ 共催：CAJLE、国際交流基金トロント
・ テーマ：「カナダで育つバイリンガル・マルチリンガル」
JF にほんご（さくら）ネットワークが 2024 年 12 月まで更新された。
第 6 回臨時オンライン理事会開催
・ アメリカ(AATJ)が ICJLE 2024 を対面開催する場合、CAJLE が共催することが
承認された。
CAJLE2022 年次大会の発表応募を開始
第 7 回オンライン理事会開催
GN 代表者会議（オンライン）参加
・ ICJLE2024 がアメリカ（AATJ）とカナダ（CAJLE）で共催されることが決定。
・ 開催地：ウィスコンシン大学マディソン校
・ 日程：2024 年 8 月上旬に対面開催予定
GN 企画「世界中の日本語教育関係者のためのオンライン交流会」開催
第 33 回全カナダ日本語弁論大会開催
・ アルバータ大学にて対面で開催
・ 共催：全国大会組織委員会 、CAJLE
第 8 回オンライン理事会開催
継続シリーズ第 35 回「教室に戻った日本語教育の現場から」開催
GN 代表者会議（オンライン）参加
・ ICJLE について全米日本語教育学会（AATJ）とカナダ日本語教育振（CAJLE）
より進捗状況を報告

編集後記
◆ 今号のニュースレターは、このカナダの日本語教育の広がりと歴史の重さを感じるものとなった。特集記事で
はカナダの継承語学校と補習授業校の成り立ちや現状などについてお話を聞きし、学校紹介では継承語教育をお
こなっているトロントにある日修学院とユーコン準州にある子どものための日本語学校と大人の日本語会話教室
をご紹介できた。また、ジャパンボウルの記事ではカナダのオンタリオ州とブリティッシュ・コロンビア州の高
校生が日本文化の知識を競い合っている様子もお伝えできた。このようにカナダには多くの日本語教育に関わる
学習者や教師や関係者がいるが、国土の広さゆえに横のつながりを作る難しさがある。この号が今後のカナダの
日本語教育の更なるつながりを生むきっかけになれば嬉しく思う。(島人＠維多利亜) ◆ 本号の目次にも表れて
いますが 2022CAJLE 年次大会の基調講演のテーマ未来へ繋ぐ日本テーマや今回の特集記事など日本語教育が
様々な学習者にベストな経験となるよう柔軟に対応しようとする大きな流れを感じました。コロナ禍による空白
を埋め、全ての日本語学習者に明るい将来がもたらされるのを強く願っています。(猫婦人＠北晩香波）◆この二
年間オンライン授業とハイブリッド授業を経験し、この９月からは対面授業に戻る。今回「継続」に参加し、
100％対面授業にどのように戻ろうか、この二年で教師として学んだことをどのように活かそうか、改めて考え
るきっかけになった。よし、大変な二年を経験して少しはパワーアップしているはず！学生のことを考えつつ、
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©CAJLE 2022 カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education

自分自身にとってもいいバランスを保ちながら授業をしていけたらいいなと思う。（善＠多倫多）◆ 今回は継承
語学校・補習授業校関係の座談会に参加して、他の学校の先生方の頑張りと生徒達が楽しく日本語を学んでいる
お話にたくさん刺激を受けていた。オンラインで世界中と繋がる今、これからもより多くの教師・保護者の方と
連携、交流できることを楽しみにしている。(詩織＠倫敦）◆3 月の弁論大会、地方大会でのこと。特に入賞する
ことはなかったが、ラーメン愛溢れるスピーチをした学生がいた。学期末にその学生から「先生のお陰で仕事が
もらえました」と言われ、特に推薦状を書いた覚えもなかったので何のことかと詳細を聞いてみると、日本料理
のレストランの採用面接でラーメンのスピーチをしてみせたら気に入ってもらえたのだとか。弁論大会のスピー
チがそんなふうに役立った話を聞いたのは長い間教師をしていて初めてのこと。人生わからないものだ。（あ@
あ）

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

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
- Submit manuscripts for Journal CAJLE (peer-reviewed)
- 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
・CAJL ジャーナル CAJLE（査読付き）への投稿資格
・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。

Term of Membership:

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

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

*全員が同じ組織に所属していること。4 名を超える場合、以

Regular Membership (1 year)

$ 45 CAD

Regular Membership (3 years)

$ 120 CAD

Student Membership (1 year)

$ 30 CAD

Institutional Membership (1 year, Up to 4 members*)

降 1 名追加ごとに$30 お支払いいただきます。

$ 120 CAD

*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.

CAJLEホームページのメンバーシップページ（About us）より、オ
ン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.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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