
振興会の活動の記録 

2001-2013 

2001 年度 

6 月 

・ ニュースレター22 号発行

8 月 

・ 年次大会（於 JF トロント日本文化 センター）／後援：JF および同トロント日本文化センター／基調

講演「21 世紀の日本語教育ーネットワーク時代を迎えて」中島和子／大学部会研究発表会  コメン

テーター：曽我松男、上野善道／現職教師研修会「ニーズに合わせた教材開発ー『教科書を作ろ

う』を中心に」講師：矢澤理子、「自動詞／他動詞を巡っ て」「助詞『の』の諸相」講師：曽我松男／年

少者部会：テーマ「子どもの会話力を育てるーカリキュラム作成をめざして」講師：中島和子／高校部

会：ラウン ドテーブル「高校生向けの教材とはー教材作りについての具体的な注意・方法を探る」講

師：矢澤理子／成人部会：「日本語能力試験ー聴解・読解」指導経験発 表、「聴解力の伸ばす可能

性」講師：王伸子 

9-11 月 

・ オタワ支部学習会 全３回 ビデオ視聴／情報交換／Q&A 講師 ：金谷武洋

10 月 

・ CAJLE ホームページの開設

11 月 

・ ニュースレター23 号発行

12 月 

・ 「ジャーナル CAJLE ４号」発行

4-6 月 (2002) 

・ オタワ支部学習会 全４回 講師 ：東陽子、金谷武洋

2002 年度 



6 月 

・ ニュースレター24 号発行

・ 年次大会／（於 JF トロント日本文化 センター）／後援：JF および同トロント日本文化センター／大

学部会研究論文発表会／現職教師研修会「助詞の効果的な教え方」講師 ：金谷武洋、「聴き取り

の効果的な教え方」講師：王伸子、「漢字の効果的な教え方」講師：野口シスク・メアリー、「教材の効

果的な生かし方ー『であい』を 使って」地挽里麻、矢澤理子、高校部会／特別セッション：テーマ「ネ

ットワーク時代を迎えてーその充実に向けて」各グループによるディスカッション／年少 者、高校、

成人各部会展示発表

9 月 

・ 講 演 会 「 Classroom Management and Psycho-International Educational Aspects of Teaching

"Heritage" Language: What All Teachers Nees to Know」講師：赤松タネ／年少者、高校、成人３部会

合同、トロント移住者協会日本語プロジェクト共催

12 月 

・ ニュースレター25 号発行

2 月 (2003) 

・ ３部会合同勉強会（於トロント日系文化会館）「日本語クラスの現場経験を踏まえて」発表：高橋享

4 月 

・ 汎米教師研修報告会「私達が取り組む日本語教育」発表：榎澤康子／文法講座「『ある日本語』と

『する英語』」講師：金谷武洋（於トロント日系文化会館）

2003 年度 

6 月 

・ ニュースレター26 号発行

8 月 

・ 年次大会／（於カルガリー大学）／後援：JF、アルバータ教育省／大学部会研究論文発表会（発表

論文 25 本）／現職教師研修会「教師の文法知識と日本語教育」講師：曽我松男、「日本国内の日

本語教育の現状」講師：二通信子、「第２言語としての日本語教 育」講師：當作靖彦、「絵巻というタ

イムスリップの快楽」講師：楊暁捷、「日本の漫画家と西洋文学の影響」講師：ライリー洋子、「日英対

照研究：『ある （なる）／する』と『こと／もの』の関係を巡って」講師：金谷武洋／英語部：「Games and 

Activities from Down Under」「Japanese Language Educaion in Australia」講師：宇田川洋子、

「Understanding How to Use Japanese Expressions: Culture behind the Language」講師：西島美智子、



「Ten Tips to Help Your Students Improve Their Japanese」講師：サマレル清水史子／特別セッション：

テーマ「日本語教育の多様性」発表者：王伸子、桶谷仁美、川口義一、谷原公男、田伏素子、西 島

美智子 

・ 特別講演会（一般公開）「日本語教育のための語彙詳細コードの提案」講師：田島毓堂

・ 「ジャーナル CAJLE ５号」発行

9-11 月 

・ ３部会合同勉強会（於トロント日系文化会館）（１）文法講座「いくつかの文法事項の効果的な教え

方」講師 ：金谷武洋、（２）ワークショップ「初級～中級クラスで役立つゲーム」ハウ博美、「サイコロの

活用」鈴木美知子

12 月 

・ ニュースレター27 号発行

2 月 (2004) 

・ ３部会合同勉強会（於トロント日系文化会館）（１）本邦派遣日本語学校研修生報告：村井頌子、中

村小春、（２）「日本語初級クラスの指導過程」講師： 金谷武洋

2004 年度 

6 月 

・ ニュースレター28 号発行

8 月 

・ 年次大会／（於 JF トロント日本文化 センター）／後援：JFおよび同トロント日本文化センター／研究

論文発表会（発表論文 24 本）/・教師研修会「 コ ミュニケーションのための日本語教育文法と練習

のあり方」講師：フォード丹羽順子、「江副式教授法ー文法指導の実践・視覚教材の導入」 講師：江

副隆秀、 英語によるワークショップ「Activities and Strategies for Programs of Japanese Language and

Culture」 講師：宇田川洋子、「日本語学習における批判的思考の指導」 講師：片岡裕子

・ 「ジャーナル CAJLE ６号」発行

12 月 

・ ニュースレター29 号発行

2-3 月 (2005) 

・ 講演会（於トロント日系文化会館）「家庭におけるバイリンガル教育」１／２回 講師：桶谷仁美、鈴木

美知子／オンタリオ部会（名称変更）、トロント移 住者協会日本語プロジェクト、ベビートーク・フォー



ラム共催

4 月 

・ オンタリオ部会勉強会（於トロント日系文化会館） 「文法講座」 講師：谷原公男

2005 年度 

6 月 

・ ニュースレター30 号発行

8 月 

・ 年次大会／（於）ビクトリア大学／後援：JF および同トロント日本文化センター、ビクトリア大学／協

賛：BC 州日本語教育振興会／基調講演「バンクー バー日本語教育史散歩」講師：新納基久／研

究発表会（発表論文 28 本、パネルディスカッション２本、ワークショップ形式発表１本）/教師研修会

「 コンピューター利用で日本語教育を再考」講師：柳澤好昭、「初級日本語教育における表現指導

の課題」 講師：川口義一、 「日本語学習に活用することを目的とした日本事情」講師：王伸子、「早

期日本語教育における発音習得とその発音教育への示唆」講師：原田哲男、英語による ワークショ

ップ 「Activities and Strategies, Developing a Sequential Lesson plan」 講師：宇田川洋子

・ 「ジャーナル CAJLE 7 号」発行

11 月 

・ オンタリオ部会主催ー日本語教師研修会（教室ですぐに役立つ文法講座「初級から中級へー伸び

る文法とその教え方」講師：谷原公男）

12 月 

・ ニュースレター31 号発行

3 月 (2006) 

・ アトランティック部会主催ー日本人留学生を対象にした日本語学習指導のための勉強会（講師：宇

田川洋子）

・ オンタリオ部会協力／新移住者協会主催ー日本語文法講座 講師：金谷武洋

4 月 

・ オンタリオ部会による継承日本語教育勉強会「家庭における子どもの読み書き能力育てー日本語

学校の学習を効果的にサポートする方法をさぐるー」講師：鈴木美知子（NAJC 日本語プロジェクト

共催）



2006 年度 

6 月 

・ ニュースレター３２号発行

8 月 

・ 年次大会／（於 JF トロント日本文化 センター）／協賛：トロント新移住者協会日本語プロジェクト／

後援：JF および同トロント日本文化センター／研究論文発表会（発表論文 2 ５本）/基調講演：「岐

路に立つ日本語教育」講師：太田徳夫／教師研修会「日本語音声の基礎」、「日本語アクセントの基

礎」講師：上野善道、「日本の ポップカルチャー・ IT を利用した教室活動」講師：室屋春光、「国際

交流基金開発教材の紹介ー使い方・ 指導の実際を中心に」講師：有馬純一

・ 「ジャーナル CAJLE ８号」発行

12 月 

・ ニュースレター３３号発行

２月（2007） 

・ オンタリオ部会による日本語教師研修活動：ワークショップ「話し言葉教育を考える」講師：小室リー

郁子（NJCA 共催）

2007 年度 

６月 

・ ニュースレター３４号発行

８月 

・ 年次大会／（於ニューブランズウィック大学）／後援：JF および同トロント日本文化センター／協力：

ニューブランズウィック大学／研究論文発表会（発 表論文 21 本）／教師研修会：「社会言語学と日

本語教育」講師：井上史雄、「カナダにおける日本語遠隔教育」講師：太田徳夫、「日本語教育スタ

ンダード （仮称）の構築について」講師：室屋春光、「Innovations in Second Language Teaching in

New Brunswick」講師：Joseph Dicks, Paula Kristmanson ／パネルディスカッション：「今の日本語と

日本語教育」パネリスト：井上史雄、宇佐美まゆみ、川口義一 

・ 「ジャーナル CAJLE ９号」発行

12 月 

・ ニュースレター３５号発行



３月（2008） 

・ オンタリオ部会による日本語教師研修活動：ワークショップ「話す力はどう伸ばす？どう測る？」講

師：小室リー郁子（NJCA 共催）

2008 年度 

７月 

・ ニュースレター３６号発行

８月 

・ CAJLE 創立 20 周年記念年次大会／於 JF トロント文化センター／後援：JF および同トロント日本文

化センター、 在トロント日本国総領事館／基調講演：「変わりゆく日本語と日本語教育の今」 嘉数

勝美／研究論文発表会（発表論文 22 本）／教師研修会：「Japanese English: Language and Culture

Contact」 James Stanlaw、「日本語教育における待遇表現の指導」 川口義一／パネルディスカッシ

ョン「変わりゆく日本語と日本語教育の今」 嘉数勝美、鈴木睦、川口義一、室屋春光、「日本語コミ

ュニケーション教育に於ける演劇の持つ可能性を探る」 野呂博子、橋本慎吾、平田オリザ／特別

講演：平田オリザ（国際交流基金、国際表現言語学会との共催）

12 月 

・ ニュースレター３7 号発行

2009 年度 

６月 

・ ニュースレター38 号発行

８月 

・ ジャーナル 10 号発行

・ 年次大会／於 JF トロント文化センター／後援：JF および同トロント日本文化センター／研究論文発

表会（発表論文 18本）／教師研修会：「コーパスを使った言語研究から日本語教育での利用に向け

て」 講師：深田淳、「日本語教師のコネ作りー連携のあり方とその方法のコツ」 講師：渡邊眞紀／

パネルディスカッション：「これからの日本語を考える＝—教師間・教育機関の連携を目指して」 レノ

ビッチ小本祥子、渡邊眞紀、深田淳

・ トロント日本語教育レクチャー・ワークショップ／於 JF トロント文化センター／共催：JF トロント文化セ

ンター、NJCA／「いつどのように読むのか？—読むことの教え方について考えるー」、「言語と文化を

組み合わせた教え方—『エリンが挑戦！にほんごできます。』を使ってー」 講師：根津誠 



2009年度 

12月 

 ニュースレター39号発行

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 1回」/ 於 Hosaki Room, Japanese

Canadian Cultural Centre /共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

2010 年度 

6月 

 ニュースレター40号発行

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第2回」/ 於 国際交流基金トロント日

本文化センター/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

8月 

 ジャーナル 11号発行

 年次大会「日本語教育の新たな可能性：言語・コンテンツ・文化の統合」/ 於ブリティッシ

ュ・コロンビア大学 /後援：国際交流基金、ブリティッシュ･コロンビア大学文学部、アジア研究

学科及び、在バンクーバー日本国総領事館 /研究論文発表（36 本）/ 基調講演 : 「日本語教育の

新たな可能性：言語・コンテンツ・文化の統合」牧野成一（プリンストン大学）、 教師研修 I

「運用の文法：文法形式の選択に見られる話者の関わり方」砂川有里子（筑波大学）、教師研修 II

「ツールを超えた思考プロセスとしての日本語へ：大学教育における日本語教育の役割」近松暢

子（ディポール大学）、教師研修 III「コンテントベース指導‐意味、コンテクスト、批判的認識

の統合に向けて」久保田竜子（ブリティッシュ･コロンビア大学）、 Workshop IV  ”Integrating

Languages, Content and Culture:  A Language Socialization Approach to Japanese Language Education”

Patricia Duff (University of British Columbia)、教師研修 V「質問の質：生徒の日本語能力を伸ばす質

問とは？」渡辺素和子（ポートランド州立大学）、Roundtable Discussion (in English)：Stefania

Burk,Christina Laffin, Joshua Mostow, Sharalyn Orbaugh (University of British Columbia)、パネル･ディ

スカッション：牧野成一、砂川有里子、近松暢子、久保田竜子、渡辺素和子、永富あゆみ（国際

交流基金, アルバータ教育省）

9月 

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第3回」/ 於 Japan Information Centre,

Consulate  General of Japan/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

12月 

 ニュースレター41号発行

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 4回」/於 国際交流基金トロント日

本文化センター/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

2011年 

  2月 

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第5回」/ 於 国際交流基金トロント日

本文化センター/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

 5月 

 「J-GAP講演会・ワークショップ」/ 於トロント大学 Woodsworthカレッジ /主催：CAJLE

2011年度 

6月 

 ニュースレター42号発行

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 6回」/ 於トロント大学

Woodsworthカレッジ/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

7月 

 「J-GAP勉強会第 1回」/ 於トロント大学 Ontario Institute for Study in Education  (OISE) /主催：
CAJLE



8月 

 ジャーナル 12号発行

 年次大会「日本語教育文法・コミュニケーション教育を考える」/ 於レジャイナ大学 /後援：国

際交流基金、レジャイナ大学学長室、文学部、国際言語学科、UR International /研究論文発表（22

本）/ 基調講演 : 「コミュニケーション能力を高めるための日本語教育」 野田尚史（大阪府立

大学）、教師研修Ⅰ: ハドソン遠藤陸子（ミシガン州立大学）、教師研修Ⅱ：野田尚史（大阪府

立大学）「コミュニケーション能力を高めるための日本語教材」、教師研修Ⅲ：片岡裕子（カリ

フォルニア州立大学ロングビーチ校）「日本語のクラスでの区別化した指導：豊かな多様性と限

られたリソースを有効に使うには」

10月 

 「J-GAP勉強会第 2回」/ 於トロント大学 /主催：CAJLE

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 7回」/ 於トロント大学

Woodsworthカレッジ/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

12月 

 ニュースレター43号発行

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第8回」/ 於 国際交流基金トロント日

本文化センター/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

 「J-GAP勉強会第3回」/ 於国際交流基金トロント日本文化センター /主催：CAJLE

4月

 「つながろうねっト・オンライン勉強会 第4回：継続学習を支援する－教育機関・教師間の連携」

/主催つながろうねっト

5月 

 「J-GAP勉強会第4回」/ 於トロント大学 /主催：CAJLE

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第9回」/ 於George S. Henry Academy/

共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

2012年度 

6月 

 ニュースレター44号発行

  7月 

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 10回」/ 於 国際交流基金トロント

日本文化センター/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

 「J-GAP 勉強会第 5回」/ 於国際交流基金トロント日本文化センター /主催：CAJLE

8月 

 ジャーナル 13号発行

 年次大会「理論と実践の連携」 / 於カナダ バンフ国立公園（アルバータ州) バンフパークロッ

ジリゾートホテル＆カンファレンスセンター/ 共催：CAJLE 及びアルバータ大学 高円宮日本教

育・研究センター．後援：国際交流基金 、アルバータ大学、アルバータ教育省. 支援団体：

CASLT、在カルガリー日本国総領事館．/研究論文発表会(発表論文 28 本)/基調講演 : 理論と実

践の間のギャップはなぜ問題なのか：課題と取り組み」畑佐由紀子（広島大学）、教師研修会：

平田好（国際交流基金、アルバータ州教育省）、トウカー・高橋はる代（国際交流基金トロント）

10月 

 「J-GAP勉強会第 6回」/ 於トロント大学/主催：CAJLE

12月 

 ニュースレター45号発行

 「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/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

 「J-GAP勉強会第 7回」/ 於 国際交流基金トロント日本文化センター/主催：CAJLE



2012年度 

    2月 

 「J-GAP勉強会第8回」/ 於トロント大学 /主催：CAJLE

    3月 

 「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/共催：CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

    5月 

 「J-GAP勉強会第9回」/ 於トロント大学 /主催：CAJLE

2013年度 

6 月 

 ニュースレター46 号発行

 ジャーナル 14 号発行

7 月 

 「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 13回」/ 於トロント大学 /共催：

CAJLE オンタリオ部会、国際交流基金トロント

8 月 

 「J-GAP勉強会第10回」/ 於トロント大学 /主催：CAJLE

 年次大会「『できる』を評価する－学びを支える教師の役割とは－」/ 於トロント大学/後援：

Asian Institute at the Munk School of Global Affairs, University of Toronto、 Center for International

Experience, University of Toronto、Department of East Asian Studies, University of Toronto、Consulate-

General of Japan in Toronto、The Japan Foundation、Japan National Tourism Organization (JNTO)、Glico

Canada Corporation、IACE Travel Inc.、Japan Communications Inc.、Mitsui Canada Foundation、Nippon

Express Canada Ltd./研究論文発表（39 本）、ポスター発表（17 本）/ 基調講演: 鎌田修（南山大

学）「プロフィシェンシーと日本語教育：現実生活における日本語の使用とその評価」、教師

研修Ⅰ:鎌田修（南山大学）「プロフィシェンシーの考えに基づいた学習活動の作成」、 教師

研修Ⅱ：近藤ブラウン妃美（ハワイ大学マノア校）「日本語評価のためのタスク型アチーブメン

ト・テスト」、教師研修Ⅲ：近藤ブラウン妃美（ハワイ大学マノア校）継承日本語話者の言語及

び文化体験：ハワイにおける事例研究より」、特別講演：マイケル・サルヴァトーリ（カナダ

第二言語教師会会長）「Language Teaching and Learning: A Local, Pan-Canadian and Global

Perspective」

  11月 

 「J-GAP勉強会第11回」/ 於トロント大学 /主催：CAJLE

 12月 

 ニュースレター47号発行




