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語学の

最近、職場での共同

のためにどのように文

ことを取り上げている

文化とはなにか、と

こでいう文化は、あく

定する。英語による日

り、英語による、ある

はりっぱな学問として

するのは、あくまでも

日本語教師になるため

勉強をしているように

ていても、文化のこと

る、というのが出発点

答えを探ろうと、手

わゆる日本文化のこと

ープに分類してみた。

A：まんが、アニメ、

いわゆる日本的なも

多くはこれらによって

に比べても、これらは

に真似され、ひいては

でされる。 

B：着物、すし、畳、

衣食住、人間関係な

はものとの接し方であ
巻頭
ための文化学 

楊 暁捷 

研究の一つとして、語学教育

化教育を取り入れるかという

。 

いうのはもちろん難問だ。こ

までも語学のためのものに限

本文化教育は別に行われてお

いは日本語による日本文化論

独立している。ここで課題に

語学のための文化学である。

に、母国語話者でも日本語の

、日本のことが一通り分かっ

をきちんと理解する必要があ

である。 

始めに語学現場で出くわすい

を、つぎのように五つのグル

 

カラオケ、武士道、その他 

のである。学生たちにとって、

日本に目覚め、他民族の文化

「日本的なもの」であり、他

日本のアイデンティティとま

親族、その他 

ど、日本的な物理内容あるい

る。どの民族の文化にもそれ
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ぞれの独特なものが認められ、人称代名詞のような

場合、もっと複雑なものもあれば、ぐんと簡単なも

のもある。ついでに言えば、複雑なものは覚えにく

い、簡単なものは身につけやすい、といったような

結論には繋がらない。 

C：いただきます、恐縮、かしこまります、その他 

他言語と比較して、同じような表現意図や効用で

も、表現の方法あるいはその発想はまるきり違う。

いわば特定の文化的な伝統の沈殿により洗練された

言語表現であり、生き残った文化的な発想のパター

ンあるいは結晶である。 

D：あげる・くれる・もらう、敬語、その他 

文化的な発想は、そのまま言語の法則になってし

まう。これを一つの文化として分離させることは難

しいし、単に言語のルールとして説明するには、解

ききれないものが目立つ。 

E：内と外、建て前と本音、擬声語・擬態語、その他 

いわゆる日本語の文化とされるものである。だが、

これは言語の内容というよりもむしろ表現や交流の

ためのワザであり、心構えである。これらにより表

現は豊かになるが、これがないと交流が成立しない

というものではない。 

かなり思いつきを交えた分類になった。いうまで

もなく互いの交差もあれば、状況によっては置き換

えもあろう。ちなみに、あえてこのリストに沿って

語学教育について発言を試みるなら、A と B を文化

教育の対象から取り外し、E を最終的に到達するた

めの目標に止め、C と D について丁寧に取り上げな

ければならない、ということを提言したい。 

言語には、文法というものがある。文法は言葉の

深層のルールであると同時に、語学のための大事な

手がかりだ。そこで、文化、表現を理解させるため

の「文化法」あるいは「言語発想法」というものが

あっていいのではなかろうか。語学をより効率よく

習得させるためには、この「文化法」が大いに役立

つかもしれない。 

皆さんの意見をぜひ聞かせていただきたいと思う。 
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活動報告 
 

年少者部会・高校部会・成人部会 

 年少者・高校・成人の３部会は、

で活動を行ってきました。 

 以下は、今年２月末に行われた勉

＜本邦派遣日本語学校研修生報告会

 2004 年２月 29 日（日）、JICA に

本語学校研修生報告会及び文法講座

ラスの指導過程」と題した勉強会が

文化会館の AJC コートにて行われ

しは、トロント移住者協会日本語プ

会との共催、JICA の後援として行

 第一部では、2002 年度研修に参

さん（日加学園）による報告が行わ

さんは、初めての日本滞在で経験し

のこと、体験留学がとても勉強にな

堂々たる日本語で報告し、これから

続けていきたいと語りました。続い

面接を通過した中村小春さん（日修

募の動機や日本語学習の様子を語

た。また、一緒に会場に来ていた中

からは、家庭での日本語使用の状況

異なる場合の方針など、教師のみな

にとっても大変興味深いお話を伺

した。 

 第二部は、金谷武洋先生（モント

アジア研究所日本語科科長）を講師

本語初級クラスの指導過程」と題し

われました。昨年に続き３回目とな

が教えていらっしゃるモントリオ

クラスの内容を取り上げ、初級を教

についてのお話でした。日本語の母

やフランス語と比較してみると発
活動報告とこれからの活動案内
昨年同様、合同

強会の報告です。 

・文法講座＞ 

よる本邦派遣日

「日本語初級ク

、トロント日系

ました。この催

ロジェクトと本

われました。 

加した村井頌子

れました。村井

た珍しい食べ物

ったことなどを

も日本語学習を

て、次回研修の

学院）から、応

ってもらいまし

村さんのお父様

、両親の言語が

らず一般の父母

うことができま

リオール大学東

として迎え「日

た文法講座が行

る今回は、先生

ール大学の初級

える際のヒント

音・子音は英語

音が簡単である

こと、敬語や授受表現では日本語のもつ「虫の視点」

がおおいに影響していること、お金に関係する動詞

は「か」で始まる（例：稼ぐ、かかる、かける）な

ど、言語学から日常生活まで豊富な例を挙げてのお

話は笑いが絶えず、あっという間の２時間半でした。

金谷先生の著書『日本語に主語はいらない』、『日

本語文法の謎を解く』、また最新の『英語にも主語

はなかった』は、いずれも発行以来大好評とのこと

ですが、この文法講座も回を重ねるごとに参加者が

増え、喜ばしい状況となっています。 

 この日は出席者 52 名、天候にも恵まれ、盛況な

会合となりました。 

 年少者・高校・成人各部会は、今後も合同で勉強

会を行っていく予定です。各部会のこれまでの活動、

現況などのお問い合わせは、それぞれの担当者へお

寄せください。 

年少者部会：鈴木美知子  

Tel  416-516-8146   E-mail: suzu@eco-on.net 

高校部会：古屋賀子 

Tel  416-361-9956   E-mail: luofuruy@interlog.com 

成人部会：中尾良子 

Tel  416-223-6796   E-mail: ynakao@rogers.com 

成人部会：渡並美和  

Tel  416-926-0495   E-mail: tonami@primus.ca 

大学部会 

 2004 年度年次大会の研究発表は、締め切りの 4

月 30 日までに 28 件もの応募がありました。 

 昨年のカルガリー大会ではカナダの他に日本、米

国、香港からの参加者が ありましたが、今回はさ

らにヨーロッパ２国（スペイン、トルコ）と韓国か

らも応募があり、国別では７カ国と過去最多となり

ました。いよいよ CAJLE は国際化しつつあります。 

  その後審査を経て、年次大会での発表は 25 名と
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なりました。 

 お問い合わせ：金谷武洋 Fax  450-923-9788   

E-mail: taki@videotron.ca 

ジャーナルCAJLE  

 『ジャーナル CAJLE 第６号』は、計 13 名の応募

論文の内、８本が採用と決定しました。 査読にあ

たってくださった先生方は、次の通りです。  

 牧野成一先生（プリンストン大学）、曽我松男先

生（名古屋外国語大学）、川口義一先生（早稲田大

学）、上野善道先生（東京大学）、野呂博子先生（ビ

クトリア大学）、金谷武洋（モントリオール大学）  

 第６号は、今年度大会にて会員の皆さんに配布で

きるよう準備中です。また、第７号については、現

在論文募集中です。詳細は、振興会ウェッブサイト 

http://people.uleth.ca/~uzawa/CAJLE.htm をご参照く

ださい。 

ワイヤー

新しい矯

invis
☆ 透明：つけて

★ 違和感なし 
☆ 取り外し可能

・歯みがき簡

・口腔清掃容

・「食べ物」気

 

白藤歯科の保険

ご相談の予約お

白 藤

#208, 2175 Sh

North York, O

Tel: 416

 お問い合わせ：桶谷仁美 Fax  734-622-9636    

E-mail: hoketani@emich.edu  

 

これからの活動案内 

 

2004 年度年次大会 

 2004 年度年次大会は８月 19 日（木）から 22 日

（日）までの４日間、国際交流基金の援助を得て、

国際交流基金トロント日本文化センターにて開催

します。(４日目の日帰り旅行を含む)  

 教師研修会では、大会のテーマである「日本語教

育－その指導法の充実」を踏まえて、様々な講師に

よる指導法についての講義及びワークショップを

行います。講師には、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・フォード丹羽順子

氏（佐賀大学）、江副式教授法－文法指導の実践、

視覚教材の導入・江副隆秀氏（新宿日本語学校）、

日本語学習における批判的思考の指導・片岡裕子氏

（カリフォルニア州立大学ロングビーチ校）をお迎

えします。また、大会３日目に宇田川洋子氏（アル

バータ教育省、国際交流基金派遣）による英語での

ワークショップ、Activities and strategies for programs 

of Japanese Language and Culture を行う予定です。日

本語を母語としない方も、ふるってご参加ください。  

 各部会は、大学部会の研究発表会、年少者・高校・

成人部会の展示説明を行います。また、教材展示販

売、親睦会も例年通り行う予定です。さらに、最終

日の 22 日（日）には、ナイアガラ日帰り旅行を企

画しています。詳細は、別紙プログラムをご参照く

ださい。 

年次総会 

 年次大会２日目の８月 20 日（金）午後５時 15

分より、年次総会を予定しています。多数のご参加

をお待ちしています。詳細は、同封の「年次総会の

ご案内」をご参照ください。 

（書記：古屋賀子） 
 

なしの 

正導入 

align 
いるのがわからない 

： 
単 
易 
にせず食べられる 

適用できます。 
待ちしています。 

 

 歯 科 

eppard Ave. East, 

ntario M2J 1W8 

-490-8238 
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第 15 回カナダ日

 

 モントリオール大学東アジア研究所が３月 2

（日曜日）に主催した第 15 回カナダ日本語弁論

を振り返ってみては、という楊暁捷編集長から

誘いである。成功裡には終ったものの、今から

出しても冷汗の出るイベントであった。ただ、

貴重な経験を通じて学ぶ所が多々あり、自分自

限界と可能性を知る機会ともなったのも事実で

読者の、とりわけ日本語弁論全国大会を今後主

れる方の参考になればと思い、この記事を書く

を引き受けた。纏まりに欠ける雑感となりそうだ

ご容赦願いたい。 

 日本語弁論全国大会の会場は、当初の各地区

り（ロータリー）式からトロントのヨーク大学

の主催となってそれが２年ほど続いた様に思う

年はそれをカルガリー大学が引き受けた。それ

そろそろウチ（モントリオール大学）も、と重

を上げたのだった。全国大会を主催した経験も

になく、何をどうしていいのやらもよく分から

「まあ何とかなるだろう」と軽い気持ちで申請

書き込んだのだが…。たまたま今年はケベック

区大会（３月 14 日）もモントリオール大学が当

だったから、２週間おいての地区大会と全国大

かくて３月後半は明けても暮れてもスピコン、

コンの毎日とは相成った。それでは以下、反省

を中心に気付いた点を述べて行こう。 

 （１）前回のカルガリー大会の報告書を読ん

たので十分に気をつけたつもりなのだが、やは

空券の手配が大変だった。ホテルと航空券は当

観光エージェントに委託したのだが、地区大会

の各部門での優勝者リストを入手してからの手
特別寄稿
本語弁論大会を振り返って 

金谷 武洋（モントリオール大学東アジア研究所）

8 日

大会

のお

思い

この

身の

ある。

催さ

こと

が、

順巡

のみ

。昨

では

い腰

過去

ずに

書を

州地

番校

会。

スピ

事項

でい

り航

地の

から

配で

は価格的にも空路的にもあまりいい切符が残ってい

ない。その結果、飛行機を３つ乗り継いでモントリ

オール入りするなどという出場者も出て申し訳なく

思った。幸いにして助成金を十分戴いて赤字は出な

かったし、今年は地区大会で一番遅かったのが当地

ケベックだった。BC、マニトバ、オタワ、マリタイ

ム地区などは全国大会に先立つこと３週間。早々と

地区大会が終っていたことに大いに助けられた。全

ての地区でこれほどの時間的余裕を作ってくれたら

安心して準備が出来ると思う。その為には、地区大

会の日程を決める前に全国大会主催校が各地区と連

絡出来る体制を持っていることが必要だ。そんな体

制もないままに西はバンクーバーから東はハリファ

ックスまで、この広いカナダからの出場者 17 名の送

迎が何とか無事に出来、最後の学生を見送った時に

は胸を撫でおろしたものである。 

 （２）交流基金からの助成金の使用用途が「宿泊

費及び交通費」に限定されているのは大きな問題で

ある。つまり会場費、審査員の謝礼、賞品、その他

の経費は、その財源を主催校が探さねば成らない。

今回の大会ではこれが一番心配の種であった。前回

のカルガリー大会の報告書を見ると、正に Deus ex 

machina、匿名の寄付者がこの問題を解決したとある

ので、我々もそうした奇特な人物をさがし始めよう

とした時である。神の助けか、アルバータ大学の下

野香織さんから朗報が突如舞い込んだ。前回カルガ

リー大会の「繰り越し金」があると言うのである。

願ってもないことと、小切手で$1255.00 をお送り戴

いた。今回のモントリオール大会は、助成金に加え

てこの予期せぬプレゼントのお陰で、赤字も出さず
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に運営することが出来た。繰り越し金は出せない低

空飛行ではあったが。この場を借りて前回カルガリ

ー大会実行委員会の皆様には深くお礼申し上げる次

第である。 

 （３）スピーチの制限時間が各地区大会で一致し

ていないことが分かって驚いた。BC 地区の中級出場

者から「地区大会では５分でしたが４分に縮めなけ

ればいけませんか」というメールが直前に届いたの

である。BC 地区では初級が４分、それ以外は中級／

上級とも５分なのだと知らされた。全国大会ではこ

れまでずっと初級が３分、中級が４分、上級が５分

であるし、ケベック地区でもそれに従ってきた。結

局この出場者はスピーチの前置きとして「４分に縮

めようと思いましたが出来ませんでした。不公平と

思われたらその分、点を差し引いて下さい」と審査

員に断るという前代未聞の事態となった。今後のこ

ともあり、BC 地区は、予選の各レベル制限時間を全

国大会と同じものにして戴きたい。そうでなくては

出場者が気の毒である。BC 地区と言えば、ここ何年

か初級の出場者がいないのは何故だろうか。 

 （４）出場資格についても問題が生じた。ある地

区から「日本語独習者」つまり現在どこの教育機関

にも所属していない学習者が送られて来ることが事

前に分かったが、実行委員会で協議の結果「独習者

は教育機関で学ぶ者と比較して却ってハンディを負

っている学習者である」という理由で、参加を認め

ることにした。こうしたケースの、出場資格に関す

る規定の見直しと一本化が必要だろう。 

 （５）審査の上で問題となったのが順位をつける

方法である。今回、審査員が５名いたのだが、ある

部門で、１位はすぐ選出されたものの、２位と３位

をどちらにするかで審査員の意見が分かれ、大揉め

に揉めたのである。全国大会の順位決定方法はケベ

ック地区大会と同じものを採用した。つまり、各審

査員に各部門で１位から５位まで選んで貰う。そし

て１位には５点、２位には４点…５位には１点を与

え、それぞれの出場者の合計得点を比較するという

ものである。ところがこの部門でだけ、17 点の２位

が２人出てしまったのだ。 

 頭の体操と思って読者にも考えて頂きたい。仮に

二人の出場者をＡさん／Ｂさんとしよう。５名の審

査員の内、Ａさんに１位を与えたのが２名、Ｂさん

を１位にしたのは１名だけだった。さらに（同点の

時の為の予防策として）順位と並行してつけて戴い

た点数の合計も、Ａさん 108 点、Ｂさん 107 点とＡ

さんが上だった。これで勝負が付いた、と私は思っ

たが、実は結果がひっくり返ってしまったのである。

それは、Ａさんに１位を与えた２名以外の審査員３

名が、全員Ｂさんの方をＡさんよりも上位にしてい

たからである。結局多数決でＢさんが２位、Ａさん

は３位となった。順位点で同点が出た場合の決定基

準をどうすべきか。審査員の多数決か、合計得点数

カナダ日本語教育振興会は、カナダにお

本語教育に関心のある方ならどなたでも会

会費年度：2003 年 6 月～2004 年 5
年会費： 連絡先がカナダの場合…

       上記以外の場合…US$60
申込必要事項：氏名（日本語およびローマ

               電子メールアドレス、所

申込先： Canadian Association for 
      c/o NAJC, Toronto Chapter,
      お問い合わせ：Tel: 416－

（入会申込書は、ホームページをご

 

《会 員 規 定》 

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

員として登録することができます。 
月 
CAD$40.00、アメリカ及び南アメリカの場合…US$40.00、 
.00（いずれも郵送の場合は小切手または money order で） 
字）、現住所、電話およびファックス（自宅、職場の両方）

属機関。 
Japanese Language Education (CAJLE) 
 382 Harbord Street, Toronto, Ontario, M6G 1H9 CANADA 
516-8146（鈴木）Fax:：416－926-0495（渡並） 
覧ください。http://people.uleth.ca/~uzawa/CAJLE.htm） 
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か。それさえ事前に決まっていたら生じなかった問

題であり、個人的には今もって釈然としない気持ち

が残っている。敢えて舞台裏のことを述べたのは偏

に今後の為の参考に供したいと思うからであるから、

ご理解戴きたい。 

 （１）から（５）に共通して感じたことは、日本

語弁論全国大会連絡オフィスをどこかに設けること

の必要性である。そこが音頭をとって情報ネットワ

ークを作り、全国大会と各地区との間の整合性を計

っていけば、上記の様な問題の多くは今後未然に防

げると思う。 

 他にも気付いた点は幾つかあるが、あまり細かい

ことは読んでも参考にならないだろうから省略する。

問題点だけを列挙する結果となったが、モントリオ

ール大学の頼りになる同僚村上侑子さんと太田あけ

みさんの献身的な協力、そしてボランティアの教え

子諸君の助けも借りて、第 15 回カナダ日本語弁論大

会は大成功に終った。感動的なスピーチを聞かせて

くれた多くの参加者と、各地で指導された先生たち

にもお礼を申し上げたい。「○○先生がよろしくと

言っていました」と多くの出場者から言われるのを

心暖まる思いで聞いた。やはりスピコンも振興会と

繋がっているのである。失敗も重ねたが、この経験

は忘れられないだろう。是非、これまで主催された

ことのない機関／大学もこの密度の高いイベントを

経験して頂きたいものである。 

 最後になるが、２月から３月にかけて一貫してお

世話になったのが国際交流基金トロント・オフィス

の斎藤典子さんである。今後主催予定の団体には、

この方をとにかくキーパーソンに仰ぐことをお勧め

する。送ったメールには数分後にもう返事が来てい

るという迅速さで、全部で７つある各地区との連絡

や出場資格の規定に関する説明など、まさにこんこ

んと涌き出ずる泉、歩く百科事典のごとくあれこれ

助けて戴いた。CAJLE の年次大会には毎年参加され、

振興会会員にもお馴染みの斎藤さんだが、この場を

借りて改めて心からお礼申し上げたい。 

 

Nihongo Circle： Specializing in Japanese Imports 

なんでも調達いたします。 
 

＞＞振興会会員による著書の数々＜＜ 
最新刊 金谷武洋(振興会副会長)著 

講談社メチエ「「英英語語ににもも主主語語ははななかかっったた」」
在庫あり、即時出荷いたします。 

 主語３部作完結！ 既刊・「日本語に主語はいらない」「日本語文法の謎を解く」 
 

• 好評既刊・楊暁捷（振興会理事）著「鬼のいる光景 ―『長谷雄草紙』に見る中世」（角川叢書

• 好評既刊・中島和子（振興会名誉会長）著 増補改訂・「バイリンガル教育の方法」（アルク）

• 好評既刊・中島和子（振興会名誉会長）著「言葉と教育」（海外子女教育財団） 
• 好評既刊・鵜沢梢（振興会理事）著「〈日本語〉作文とスピ−チのレッスン」（アルク） 
• 好評既刊・王伸子（振興会理事）著「音声、語彙、文字・表記」（東京法令出版） 
★年次大会々場にても販売の予定ですが、確実に入手するためには今すぐにお申し込みください。 

お問い合わせは、Nihongo Circle Toronto Office 
1-416-961-5510 (ysugi@sympatico.ca) 



         カナダ日本語教育振興会・ニュースレター・28号   
 

8

カナダにおける日本語教育の現状と国際交流基金の活動について 

 
斎藤 典子（国際交流基金トロント日本文化センター） 

 

独立行政法人国際交流基金は、国際文化交流事業

を総合的かつ効率的に行うことにより、日本に対す

る諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、ま

た文化その他の分野において世界に貢献し、もって

良好な国際環境の整備並びに日本の調和ある対外関

係の維持及び発展に寄与することを目的としており

ます。 

国際交流基金の事業の大きな柱の一つに海外の日

本語教育への支援があります。年間を通じ、様々な

支援事業を行っており、その一例としては、日本で

の教師研修、カリキュラム・教材開発支援、日本か

らの教材寄贈事業等があげられます。さらに 2001 年

からは日本語カリキュラム開発のため、日本語教育

専門家をアルバータ州学習省へ派遣しています。 

2003 年度は「海外日本語教育機関調査」を実施し、

多くの機関からご協力を戴きました。その最終結果

は日本で出版される予定ですが、同調査の仮集計を

もとにカナダ、特にオンタリオの日本語教育状況の

概観について簡単にご説明します。この数字は調査

にご協力下さった機関のみの数字であり、また、集

計方法によっては無効の調査票もありますので、必

ずしも国際交流基金で将来出版される調査結果とは

数値が一致しない可能性がありますので、予めご了

承下さい。 

同調査では教育段階の分類を以下の通りに行って

います。まず、当地の学校教育の一環として行われ

るものと、それ以外のものに分類します。前者は小

学校、中学校、高校、短大、大学などの授業の一環

として行われます。これをさらに、初等（小学校）、

中等（中学、高校）、高等（短大、大学、大学院）に

分類します。後者は教育委員会や短大、大学が行っ

ている生涯教育講座、継承語学校等の日本語学校で

す。 

調査にご協力下さった日本語教育機関数は198校、

その学習者数は 21,362 名、教師数は 602 名です。前

回 98 年に行われた調査と比べると、全体として機関

数、学習者数はともに減少傾向にあり、学習者数は

わずかですが、機関数は前回調査に比べ、20 機関以

上減少している結果となりました。 

教育段階別に見ますと、カナダでは機関数も学習

者数も学校教育中等段階が最大で、機関数は 97、学

習者数 8,772 名で日本語教育機関のほぼ半分、学習者

数の４割以上を占めます。カナダでは学校教育初等

段階の日本語講座はほとんど行われていません。学

習者数を見ると、学校教育高等段階が全体の三分の

一、学校教育以外の日本語教育が全体の四分の一を

占めています。 

地域別では、学習者の半数以上は BC 州、約２割

はオンタリオ州、約 14％はアルバータ州に存在して

います。 

アルバータ州では2006年から第二言語が選択必修

となり、日本語も推奨言語の一つになっているため、

今後、初中等段階での学習者の増加が期待されます。 

オンタリオ州で行われている日本語教育の主なも

のは、学校教育外の日本語教育、学校教育高等段階、

中等段階です。 

先述の通り、学校教育以外の日本語教育には様々

な学校が含まれていますが、これらの学校の学習者

がオンタリオ州の学習者の半分を占めており、この

点が西部の州とは大きく違うところです。また、そ

の内訳として、継承語学校と呼ばれる日系人子弟の

ための日本語学校が学校教育以外の日本語教育の半

分を占めており、これもオンタリオ州の特徴といえ

ると思います。 

高等教育について、機関数は９ですが、学習者数

は 1,523 名と、オンタリオ州の学習者の三分の一以上



         カナダ日本語教育振興会・ニュースレター・28号   
 

9

を占めています。 

オンタリオ州は国際言語の初等カリキュラムが無

く、グレード９（日本の中学３年相当）からグレー

ド 12（高校３年相当）までと中等教育カリキュラム

だけなので、トロントの私立２校以外は、学校教育

初等段階の日本語教育機関は確認できませんでした。

中等教育は公立、私立を併せて 15 校、702 名の学習

者が確認されています。また、学校教育外の学校で

も、中等教育の日本語単位取得講座を併せて開いて

いる学校があるので、単位取得のための学習者はも

う少し多いようです。 

次に、日本語学習者のための地域のイベントをご

紹介します。 

日本語能力試験は、原則として日本語を母語とし

ない人を対象として、その日本語の能力を認定する

ために行う試験です。海外では、国際交流基金が現

地機関の協力を得て実施しており、カナダではバン

クーバーとトロントの二都市で行われています。

2003 年は、総受験者はバンクーバー398 名、トロン

ト 239 名、計 637 名でした。受験者の所属などは地

域別には統計処理を行っていません。トロント会場

での受験者を見ますと、試験の性格から受験者の多

くは大学生以上の学習者ですが、近年は継承語学校

や高校で日本語を学ぶ学習者の受験も増加していま

す。 

オンタリオ州の日本語教育関係の最大のイベント

の一つに、「オンタリオ州日本語弁論大会」があり

ます。カナダ各地で同様の大会が行われていますが、

第 22 回を迎えた今年の大会は、オンタリオ州のほぼ

全ての高等教育機関や成人教育を行う日本語学校が

参加する大規模な大会でした。 

また、今年から初中等の学習者のために「にほん

ごアートコンテスト」を企画しています。同弁論大

会のように、教育機関の種類を問わず、年少者から

高校生までの学習者が一緒に行うことが出来るイベ

ントを目指し、日本語のひらがな単語や漢字を絵に

表すコンテストを行います。このコンテストを通じ、

学習者の更なる日本語への興味を刺激し、且つ学校

間の交流が行われることを期待しております。 

 国際交流基金では、既存の事業等に加え、これら

地域の日本語教育事業の支援を今後とも積極的に行

っていきたいと思っております。 

 

国際交流基金トロント日本文化センターホーム

ページ： http://www.japanfoundationcanada.org/ 

 
 

日本語教室二題 
 

 シャープ昭子（カルガリー大学・カルガリー日本語学校） 
 

グループエンカウンター 

同じ単語を書いたカードを二枚ずつ、クラスの人

数分準備する。二人一組のグループを作るためであ

る。学生はカードに書いてある言葉を大きな声で読

み上げ、パートナーを探す。 

「さんにち！」（「みっか。じゃないの？」とい

うささやきが聞こえる。） 

「にじゅうにち！」（言った本人の、顔が赤らむ。） 

このグループエンカウンターという手法によると、

「人は大きな声を出すことによって、心を開くこと

ができる」と言う。何人かの学生が、恥を捨て始め

たら、こっちのものだ。ここでは、大きな声を出す

ことがポイント。 

二人一組になったら、まず自己紹介から。すでに

知っている者同士場合は、簡単な挨拶で済ます。そ

の後は、一人一分ずつ話す。「家族」「食べ物」「好

きなこと」「日本語」は、話が止まらないトピック。

人気がないのは、「週末にしたこと」。 

話すときには、相手をしっかり見る。「この人は、

自分の話をこんなに真剣に聞いてくれているんだ」



         カナダ日本語教育振興会・ニュースレター・28 号   
 

10

とわかると、話し手はますます一生懸命に話す。聞

き手には、「へー」「ふーん」「そうですか」「そ

れで」など、相手の話を引き出すように努力するこ

とを指示する。あちこちで、役者たちが演技を始め

ると、一分は短い。 

「また、あとでね。」話し終わらない学生は、そん

なことも言っている。グループエンカウンターは、

おもしろい。 

 

桃太郎の力 

日本語学校、Ｇ４（10 歳から 12 歳までの複式、５

人。使用教科書は光村小学校２年下）のクラスの話

である。 

「学芸会では、桃太郎の劇をやろうか。」 

一言そう言っただけなのに、「金太郎がいい」「浦

島太郎だ」「力太郎っていうのもある」と、子供達

は日本文化の知識を披露してくれる。家庭で日本語

が消えてきてしまった、という保護者からの言葉と

は裏腹に、普段は寡黙な生徒さえ、好き勝手なこと

を言っている。言いたいことがあれば、日本語だっ

て話せるものだ。 

 一通り騒いだ後、発表は「桃太郎」に決定した（い

や、決定させた）。子どもたちの「桃太郎」への情熱

は週を追うごとに増し、いろんなアイディアが頭の

中をかけ巡ったのだろう。シナリオの完成を待つこ

と４週間。その間、クラスの中での団結力はどんど

ん増し、いつの間にか「漢字テストは、毎週全員で

100 点をとる」というきまりができ、漢字テストの度

に涙ぐんでいた子どものノートにも 100 点が躍る。

音読にも力が入る。桃太郎の力である。 

Ｇ２クラス（８歳から９歳）の生徒８人が練習に

加わり、楽しさも増してきた。直径１メートルはあ

るだろう桃も登場。鬼や猿の衣装もいつの間にか決

まっている。「桃太郎さん、桃太郎さん。おこしに

つけた、きびだんご。」本番は６月４日。桃太郎は偉

大だ。 
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電子辞

いきなりだが、以下は「アサヒ・コム」から

用である。 

 

売れる電子辞書、紙の辞書食う 新商品も続々 

入学・入社のシーズンを迎えて、電子辞書の商戦が盛

がっている。１台で 50 冊分の辞書を収録した新機種が登

るなど、各社は相次いで新商品を投入。市場規模はこの

間で約４倍に膨らみ、学生やビジネスマンを中心に浸透

きた。パソコンや携帯電話の普及とともに「辞書の電子

が加速している。 （中略） 

 

電子辞書の勢いに押される形で、紙の辞書の売れ行き

りじりと縮小している。出版社でつくる辞典協会による

98 年度まで年間 1200 万冊以上あった辞書の販売冊数は

年度は 1000 万冊以下に落ち込む。販売額も今年度は５年

り約 20％減る見込みで、同協会は「電子辞書が、紙の市

食う形になっている」という。 03/27/2004 

 

上記のような状況だから、皆様も「電子辞書

いうものをご存知だと思う。日本語学習者の間

かなり出回り始めているようだ。 

とはいえ、実際、「電子辞書」が自分にとっ

用なものなのか、もしも買うことに決めたらど

うな機種を買えばいいのか、また学生にその効

聞かれたらどう答えたらいいのか、迷う方もい

しゃるかと思うので、ご参考までに私の考えを

たい。 

[その利点は？] 

 一例としてキャノン IDF-3000 という電子辞

見てみよう。解説には、「学習研究社の国語・和

英和・漢和の 4 大辞典を完全収録」 とあり、続け
情報交流
 

 

書の買い方 
高橋 和比古 

高橋 和比古（Nihongo Circle） 

 

の引

り上

場す

５年

して

化」

はじ

と、

、今

前よ

場を

」と

でも

て有

のよ

用を

らっ

書き

書を

英・

て、 

 

学習研究社が出版する「現代新国語辞典」「ニューアンカ

ー和英辞典」「スーパーアンカー英和辞典」「漢字源」（漢

和辞典）を完全収録しています。国語辞典は約 118,000、和英

辞典は約 79,000、英和辞典は約 128,000 データ、漢和辞典は

検索見出し約 410,000。 

 

とある。すなわち、この「電子辞書」は基本的に上

記の４冊の辞書（以下、「紙辞書」）がもつ情報を電

子の形で収録したもの、とわかる。そしてこの書き

方（収録している辞書のタイトルのら列）はほとん

どの「電子辞書」に共通している。つまり「電子辞

書」と「紙辞書」は、内容的にはほとんど同じだ、

ということだ。さらにしつこく言えば、「紙辞書」

にない語は、「電子辞書」にも収録されていない、

ということだ。残念なことにこのことを誤解される

方がいる。つまり「電子辞書」は「紙辞書」よりも

収録語数が多い、と勘違いされるのだ。なぜそのよ

うな誤解が生じるのかはさだかではないが、「電子

辞書」はハイテク機器であるから、とか、「電子辞

書」はそもそも高価であるから収録語数が多くて当

然だ、などと漠然と思われるからではないかと思う。 

 では、「電子辞書」の利点は何なのか。それはま

ず、軽量であるのでどこにでも持って行ける、検索

が簡単で速い、ということであろう。決して「収録

語数が多い」ではない。 

[価格について] 

 価格は数千円から５万円くらいのものまで、幅広

い。電器店などに行くと、店頭にズラーッと並んで

いる。一体いくらくらいのものを買えばよいのか、

迷われる方もいらっしゃると思う。簡単に指針を示
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そう。 

 一般的に言って、「電子辞書」に求められる機能

は以下の４点である。「国語辞典（日本語の意味調

べ）、英和辞典（英単語の和訳）、和英辞典（日本語

の英訳）、漢和辞典（漢字の読み、意味を調べる）。

この４機能だけを持つ「電子辞書」が大体中級クラ

スであり、希望小売り価格が２、３万円程度である。

これよりもかなり安いものは上記の４機能がそろっ

ているかどうか、疑ったほうがいい。実際、受験生

などを対象に、和英・英和だけを収録している機種

もあるが、１万円以下と安い。 

４機能に加えてさらにいろいろな辞書、例えば、

「逆引き辞典」とか、「最新カタカナ語辞典」など

を収録したものが、上級機種、つまり値が張る物に

なる。物によれば、「家庭の医学」が入っていたり、

電卓機能とか、カレンダー機能などをもったものも

ある。従って品選びには自分がどのような機能が欲

しいのか、わかっていなければならない。もちろん、

いくら高くても構わない、とおっしゃるのならば一

番高価な物をお選びになればいいのだが、使わない

機能にお金を払うことはムダなことではないか、と

申し上げれば賛同してくださる方が多いのではない

か。 

さらに、同じ機能、例えば国語辞典でも「広辞苑」

のような名の通った辞典が収録されていると、それ

ほど有名でない辞典を収録したものよりも値がはる

ようだ。また、収容されている語数にも影響される。

もちろん、収容語数の多い辞書は「いい」とされ、

価格も上がる。が、このあたりの是非は、購入者の

「こだわり」にも関連してくるので、なんとも言い

難い。収録語彙数も大事だろうが、特に学習者には

説明の分かりやすさや類語の提示なども大事な要素

だろう。内容の良し悪しを見極めたければ図書館な

どで「紙辞書」同士を比較読みするのがいいのでは

ないか、と思う。 

[その他のチェックポイント] 

その他、購入の前にチェックすべきは、サイズ(小

さいほどいい、とは言えない)と画面の読みやすさ、

キーの配列と押しやすさ。さらに検索を簡単にする

ための機能、例えばジャンプ機能とか、スペルチェ

ック機能などであろう。 

日本語学習者向けには SEIKOからローマ字表記の

ものが一つ出ているが、ローマ字使用の長短はご存

知のとおり、日本語教育界で長いこと論議され、結

論は定まったものではない。 

あと、日本語学習者向けの製品としては、英語で

書かれたマニュアルや英文での表示などがある機種

はいいと思う。 

上記を参考に、カタログやインターネットなどで

下調べをし、機種をしぼってからお店に出かけ、手

に取ってみられるのがよい購入方法であろう。更に

は、比較検討用の単語を２、３用意して出かけ、候

補の機種で試してみるのがよいだろう。 

しかしまず大事なのは、５W１H、つまり「誰が、

何のために、いつ、どこで、なぜ、いかに使うのか、」

を十分に考えておくことであるが、このことは無駄

のない買い物をしようと思えば共通のことである。

いろいろご託を並べたが、結論は原点にあり、であ

る。 
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≪留学生と日本語≫ 第４回 

外国語教育と情報・・・より多く

 今号の副題はいきなり日本語教育に真正面から取

り組むストレートなものですが、それに行き着くま

でのちょっと長いお話を一つ。 

 日本に滞在する留学生の大きな特徴は、アルバイ

トをして学費と生活費をまかなうということだと思

われます。国立大学の留学生センターに来ている研

修生や最初から文部科学省の国費を受けている学生

は別世界ですが、多くの私費留学生にとって、これ

は切実な問題です。北米のように奨学金を得ること

が教育システムの一部となっているわけではないの

で、日本では留学生のビザに「資格外活動許可証」

なるものを申請によって取得できる権利がついてい

ます。したがって日本語学校でも大学でも、学生た

ちは「資格外活動許可証」を入国管理局から受けて、

学費・生活費のために働きます。加えて、中国国籍

の大学生に対しては、日中租税条約による所得税の

免税措置（日中租税条約第21条）が設けられており、

雇用先の申請によって源泉徴収が発生することなく

給与を受け取れるようなシステムも定められていま

す。（残念ながら、中国以外の学生に対してはこの

措置はないので、通常の勤労学生の還付申告をする

ことになります。） 

 さて、こうした環境にある日本国内の留学生にと

って、滞日期間中の生活の場は、学校とアルバイト

が中心となります。 

そこで、履歴書やアルバイトの面接などでのポイ

ントやタブーをまとめ、さらに学部の３年次から始

まる就職活動に必要なエントリーシートの実際を導

入した授業を行いました。エントリーシートとは、

企業が独自に定めた履歴書のようなものですが、そ
連載

 

のコンテクスト・場面を与えるために 
 

王 伸子（専修大学） 
 

れをインターネットからダウンロードし、まず自分

についての情報を企業に送り、就職の可能性を探る

ものと言えばよいでしょうか、現代大学生の就職必

須アイテムです。まだ見たことのない方は、企業の

ウェブサイトでご覧ください。上級クラスでの実物

学習に教材として使えるかもしれません。 

さらに、教室内での講義や作業の後、仕上げとし

て、学内の就職課を訪れ、就職課に設置されている

資料室やコンピュータ室の有効な利用方法、および

留学生の就職状況、就職活動の実際について担当ス

タッフから話を聞きました。現在、専修大学の就職

課では、留学生の就職希望が以前より多くなってい

ることに対応し、留学生のための就職説明会など、

留学生を対象とした指導も行っていますので、学生

たちの利用を促すのも狙いの一つです。 

一通りの説明が終わり、最後に留学生と担当スタ

ッフとの質疑応答に入りました。 

留学生Ａ：「僕は商学部なので、マーケティング関係 

の仕事をしたいと思うんですが、商学部の

卒業生でマーケティングの仕事をしている

人はどのくらいいますか」 

担当者：「商学部だからマーケティング、という決め 

方はできないんですね、普通。今現在、マ

ーケティングの仕事をしている卒業生がど

のくらいいるかという回答はむずかしいで

す。」 

留学生Ｂ：「私は文学部ですから、教育関係とか出版 

社とか、あるいは中国語に関係した仕事に

なると思うんですけれども、どんな仕事が

ありますか」 
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担当者：「ん～・・・だから、どの学部だから、とい 

う仕事の選び方は難しいというか不可能と

いうか・・・学部の段階ではとくにむずか

しいですねえ・・・」 

ざわつく留学生と困惑する担当スタッフに助け舟

を出さないと、時間内に終わらなくなりそうです。 

教員：「（担当者に向かって）中国では、卒業する学 

部によって仕事が決まってきます。ですか

ら、学部教育の中で、即戦力になるような

人材を養成します。学生も企業側も了解し

ていることですから、どんな仕事がしたい

かという希望によって入学する学部も決定

します。 

（留学生に向かって）日本では出身学部と

就職先は、とくに文系の場合、ほとんど関

係ありません。むしろ、どのような企業に

就職したいのかということで選びますから、

職種はその次の問題です。」 

質問した留学生は二人とも中国出身でしたので、

とりあえずかいつまんで説明しました。こうした背

景がわかっていないとお互いに話がかみ合いません。 

担当者は、職種が選べないというより、現状では、

まず会社の仕事の仕組みを知るため、文系出身者は

たいてい営業職から始めるという話をしてくれまし

た。とくに中国の留学生にとって、これは少なから

ず驚きだったようです。 

しかし、この情報についてはたいへん有益だと思

ったらしく、「今日の授業は本当に役に立ちました。

知っておいてよかった！先生、ありがとうございま

す！」と喜ばれましたが・・・（いつもの授業は？結

構、知恵をしぼって工夫しているんですけど・・・。） 

さて、話が長くなり、一話終わってしまいそうで

す。そう、学生たちはこうしてアルバイトをしたり、

将来の就職を視野に入れたりと日本の社会で生きて

います。しかし、先ほどのように、社会の仕組みや

背景を知らないと話についていくことができません。

その背景などは経験を通して会得するものもあるで

しょうが、多くは気付かないまま、言語の力不足だ

としてやり過ごしてしまうでしょう。あるいは、こ

の情報の蓄積も言語力の一部と言えるかもしれませ

ん。ですから、外国語教育は言語学の授業と異なり、

言語の仕組みや約束ごとを教育するだけでなく、コ

ミュニケーションに影響を及ぼしそうな背景や決ま

りきったやり取りについてもレクチャーする必要が

あると思われます。 

かく言う私も、現在その状況を肌で感じつつ過ご

す毎日です。所属大学から長期在外研修という名の

海外研究アワードを受けて１年間カナダで過ごすこ

とになり、この原稿をニューブランズウィック州、

マウント・アリソン大学の研究室で書いています。

住まい、ＳＩＮ（Social Insurance Number）、電力会社、

電話会社、銀行、ケーブルＴＶ、子どもたちの学校、

そして車と多額の車保険・・・仕組みの異なる手続

きに追われながら、日常生活もなんとか形が整って

きました。「こういうことを、日本に来たばかりの

学生たちは、日本語もよくわからぬまましているん

だなあ・・・」と、あらためて感心しながら。 

実は時を同じくして私の教え子で中国出身の学生

が、無事大学を卒業し、今度はトロントに勉強に来

ているのですが、彼曰く、「トロントでは英語でが

んばろうと意気込んで来たものの、何の手続きをす

るにも中国人の職員が出てきて中国語で対応してく

れるので、とても便利だけど、一向に英語への緊迫

感がない・・・日本では、わからないながらも自分

の力で一つずつ解決しながら、日本や日本語がわか

るようになったんだけど・・・」 

そのとおりだと思いました。ことばとは、状況と

合致したときにしっくりと定着するもの、そしてそ

の理解に必要なのが状況の背景を示す情報なのでは

ないでしょうか。外国語の教師は本当に忙しい。言

語の構造を教え、使い方を練習させ、なおかつその

背景といった情報を与える。当該言語が使われてい

ない国で教えるときは、なおさらその内容に工夫が

必要だと思いました。また、その言語が使われてい
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る国で教えるときも、コミュニケーションのために

はさらにどのような情報を伝えなければならないか

という心配りが必要だと実感しました。今はと言え

ば、マウント・アリソン大学の大江都先生が微に入

り細に渡ってその状況をレクチャーしてくださるの

で、本当に助けられております。（アトランティッ

ク・カナダの百科事典と心の中でお呼びしつつ・・・） 

そこで冒頭にもどるのですが、より多くのコンテ 

クスト・場面を与えつつ情報を与える、その工夫を

するために私たちもさまざまな情報を仕入れなけれ

ばなりません。お互いに情報のネットワークを生か

し、授業の成果を交換することも有益でしょう。 

私も一般日本事情の報告をしながら、カナダでこ

れから学ぶいろいろなことをこのページにも還元し

ていきたいと思います。 

 
 
≪日本語教育・学習に役立つウェブサイト≫ 第４回（最終回） 

オンライン辞書、聴解、その他もろもろのサイト 
 

谷原 公男（イースタン・ミシガン大学） 
 kimio.tanihara@emich.edu 
 

はじめに 

 これまで３回にわたってお送りしてきたこの連載

も今回が最終回となりました。第１回では、入門期

の音声指導とかな学習、第２回では漢字学習、さら

に、第３回では、語彙・文法、読解、文化理解に役

立つサイトを取り上げました。最終回では、今まで

に取り上げることができなかったオンライン辞書や、

聴解に役立つサイト、リンクリストなどをご紹介し

たいと思います。 

オンライン辞書 

 オンライン辞書のサイトは、数多くありますが、

ここでは、一般辞書、専門辞書、漢字辞書をいくつ

かご紹介したいと思います。 

・Jim Breen's WWWJDIC Japanese-English Dictionary 

Server 

 (http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/wwwjdic.html) 

 オーストラリア、モナシュ大学の Jim Breen 氏の

サイト。和英・英和、漢字の他に、テキストを入力

して単語リストを作る辞書など、いろいろな辞書が

ある。 

・YourDictionary.com 

 (http://www.yourdictionary.com/languages/altaic.html) 

 オンライン辞書のリスト。一般辞書から専門辞書

まで多数あり。 

・オンライン学術用語集 

 (http://sciterm.nii.ac.jp/cgi-bin/reference.cgi) 

 国立情報研究所によるオンライン辞書。専門日本

語の文献を読んだりするのに役立つ。 

・和製漢字の辞典 

 (http://member.nifty.ne.jp/TAB01645/ohara/) 

 国字の辞典。漢字圏の学生に教える際の教師の予

備知識として役立つ。 

・日本語を読むための漢字辞典 

(http://www.inv.co.jp/~yoshio/nozomu-oohara/index.html) 

 『和製漢字の小辞典』や『中学生にもわかる漢字

豆知識』、『四字熟語の辞典』など教師に役立つ情報

満載。 

聴解 

・ECIS オンライン放送局 

(http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/~jems/hosokyoku/bangumi.html) 

 日本語学習用に作られた聴解教材。中級、上級、

超級レベル別に QuickTime ビデオが見られ、そのス

クリプトも見ることができる。Pretask や gap filling 

quiz などがついているものもある。 

http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/wwwjdic.html
http://www.yourdictionary.com/languages/altaic.html
http://sciterm.nii.ac.jp/cgi-bin/reference.cgi
http://member.nifty.ne.jp/TAB01645/ohara/
http://www.inv.co.jp/~yoshio/nozomu-oohara/index.html
http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/~jems/hosokyoku/bangumi.html
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・FNN ニュース (http://www.fnn-news.com/) 

 フジニュースネットワークのサイト。毎日のニュ

ースがビデオで見られる。 

・News i (http://news.tbs.co.jp/) 

 TBS テレビのサイト。こちらも毎日のニュースが

ビデオクリップで見られる。 

・TBS Web ラジオ 

 (http://www.tbs.co.jp/954/index-j.html) 

 その名の通り、TBS のラジオサイト。「荒川強啓

のデイ・キャッチ」がお薦め。街頭アンケート、モ

バイル、インターネット投票の集計によるニュース

ランキングがおもしろい。 

・NHK ラジオ日本オンライン 

 (http://www.nhk.or.jp/rj/index_e.html) 

 短波放送が聞けるサイト。 

・Webio インターネットラジオ 

(http://www.asahi.co.jp/webio/frame.html) 

 大阪 ABC ラジオのサイト。毎日違う番組を放送

している。バラエティー番組が多い。関西方面に留

学する学生にはいいかもしれない。 

・Com-fm (http://www.comfm.com/) 

 世界の FM ラジオ局やテレビ局へのリンクサイト。

ページの上の方のメニューで、Live Radio か Live TV 

を選び、サイトマップで Asia を選ぶと日本が見つけ

られる。放送したものの音声・ビデオクリップを提

供している局がいくつかある。 

・impress TV (http://www.comfm.com/) 

 パソコンや生活情報など一般番組が見られる。 

・ブルームバーグ・テレビ 

 (http://www.bloomberg.co.jp/index.html) 

 金融関係のニュースが見られる。 

・DEAI (http://www.tjf.or.jp/deai/) 

 写真教材「であい：７人の高校生の素顔」のサイ

ト。日本の高校生の生活がかいま見られる写真やビ

デオクリップが豊富にある。 

文学 

・青空文庫 (http://www.aozora.gr.jp/) 

 著者の死後 50 年以上経ち著作権の切れた作品と、

著作権者が公開を許諾した作品を電子化し、テキス

トファイル、HTML ファイル、エキスパンドブック

の三種類の形式で提供しているサイト。 

・すばる文学カフェ (http://subaru.shueisha.co.jp/) 

 文芸誌『すばる』のサイトであるが、連載がいく

つかある。 

・文学サイト長野 (http://www9.plala.or.jp/bsnagano/) 

 オンライン同人誌などがあり、読解教材に使えそ

うなものがある。 

・プチ文学 (http://www.petit-bun.com/) 

 絵本・児童文学を中心としたサイト。 

・ベクター・オンラインマガジン 

(http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/data/amuse/vbook

/index.html) 

 たいていが素人が書いた (?) 無料のものであるが、

中には読解に使えそうなものもある。一部有料のも

のもあり。 

・文芸Web サーチ (http://cozalweb.com/b-search/) 

 文芸サイト限定のサーチエンジン、リンク集。 

クイズ作成 

・Hot Potatoes 

 (http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/index.htm) 

 ビクトリア大学で開発されたソフトがダウンロー

ドできる。公共教育機関に属する人で作成したもの

をウェブで公開するなら無料で使えることになって

いる。作成したクイズは、印刷用に出力もできるし、

ホームページ用、あるいは Web CT 用にも保存でき

る。 

・Quia (http://www.quia.com/) 

 オンライン・クイズやゲームが作成できるサイト。

既に他のユーザーが作ったもののリストもある。 

・SMILE 

(http://clear.msu.edu:16080/teaching/online/mimea/smile/) 

 ミシガン州立大学にあるCenter for Language 

Education And Research (CLEAR) で開発されたオン

ライン・クイズ作成プログラム。ユーザー登録する

http://www.fnn-news.com/
http://news.tbs.co.jp/
http://www.tbs.co.jp/954/index-j.html
http://www.nhk.or.jp/rj/index_e.html
http://www.asahi.co.jp/webio/frame.html
http://www.comfm.com/
http://www.comfm.com/
http://www.bloomberg.co.jp/index.html
http://www.tjf.or.jp/deai/
http://www.aozora.gr.jp/
http://subaru.shueisha.co.jp/
http://www9.plala.or.jp/bsnagano/
http://www.petit-bun.com/
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/data/amuse/vbook/index.html
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/data/amuse/vbook/index.html
http://cozalweb.com/b-search/
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/index.htm
http://www.quia.com/
http://clear.msu.edu:16080/teaching/online/mimea/smile/
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必 要 あ り 。 以 前 か ら あ る Game-O-Matic 

(http://clear.msu.edu/dennie/matic/) の方は、サイトは

存続するが、サポートはないとのこと。 

リンク集 

・Keiko Schneider’s Bookmarks 

 (http://www.sabotenweb.com/bookmarks/) 

 シュナイダー・恵子氏によるブックマーク集。左

側のメニューにある、Japanese language learning tools 

on the web が特にお薦め。 

・象のロケットお薦めサイト集 

 (http://www.paoon.com/link/index.html) 

 「エンターテイメント・遊び」、「趣味・文化」、

「生活」の幅広いジャンルでのリンク集。 

・サイトランク 

 (http://www.siterank.org/jp/cat/1100100648/) 

 ユーザ推奨と投票による有力サイトのランキング

ディレクトリ。今何が人気があるか知ることができ

る。暇な時に遊んでみると、いろいろ教材に使える

ものが見つかるかもしれない。 

・和風 (http://www.msu.edu/user/okadakat/wahoo/) 

 海外に住む日本人のためのリンク集ということで

あるが、日本語教育にも役に立ちそうなサイトへの

リンクが多数ある。 

・海外リンク・コム (http://www.kaigailink.com/) 

 これも、海外在住の日本人のためのリンク集であ

るが、使えそうなものが多くあり、便利。 

・ソフトショップ・プロレジ 

 (http://shop.vector.co.jp/service/) 

 別にソフトショップの宣伝をするつもりはないが、

ページ左側のカテゴリー別リストから、いろいろな

フリーウェアやシェアウェアが見つけられる。また、

教科書体フォントなども千円ちょっとでダウンロー

ド購入できる。 

その他 

・LangMedia 

 (http://langmedia.fivecolleges.edu/lm_collection.html) 

 Five College Center for the Study of World Languages 

のサイト。写真やビデオクリップ、音声ファイルな

どが豊富にあり、便利。日本語以外にもいろいろな

言語がある。 

 最後に、読解などに役に立ちそうなサイト朝日ド

ットコムのページをいくつかご紹介したい。 

・Be on Saturday (http://www.be.asahi.com/) 

 朝日新聞のサイトであるが、この中の「いわせて

もらお」という読者投稿のサイトがなかなかユーモ

アがあっておもしろい。新しく導入した文法項目に

合ったものが見つかれば、クラスで印象づけるのに

使える。毎週土曜日更新で、バックナンバーも見ら

れる。メニューはページの左端にある。 

・社説 (http://www.asahi.com/paper/editorial.html) 

 上級読解に役立つ社説のサイト。サイトをそのま

ま丸ごと保存、あるいはテキストだけをコピー・ア

ンド・ペースト保存して、フロッピーや E メールの

添付書類として学生に配布すれば、上でご紹介した 

Jim Breen 氏の辞書や、以前ご紹介した rikai.com な

どを併用しながら、効率のよいハイテク読解練習が

できる。 

・私のミカタ 

 (http://www.asahi.com/offtime/mikata/index.html) 

 ワーキング・ウーマンのためのコミュニティサイ

トewomanの意識調査から毎月１つテーマを選んで

コラムが書かれる。グラフなどが豊富にあり、読解

練習に適している。 

さいごに 

 １年半、４回にわたって連載してきたこの「日本

語教育・学習に役立つウェブサイト」ですが、少し

でも皆さんのお役に立てたとしたら幸いです。また、

今回はイースタン・ミシガン大学の田伏素子氏、カ

ルガリー大学のサマレル史子氏からも貴重なサイト

情報をいただきました。この場を借りてお礼を申し

上げたいと思います。ウェブサイトは移り変わりが

激しく、いつの間にか消滅したり、新しいものがで

きたり、現存のものがどんどん改訂されたりするの

が普通です。これまでにご紹介したサイトの中には

http://clear.msu.edu/dennie/matic/
http://www.sabotenweb.com/bookmarks/
http://www.paoon.com/link/index.html
http://www.siterank.org/jp/cat/1100100648/
http://www.msu.edu/user/okadakat/wahoo/
http://www.kaigailink.com/
http://shop.vector.co.jp/service/
http://langmedia.fivecolleges.edu/lm_collection.html
http://www.be.asahi.com/
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
http://www.asahi.com/offtime/mikata/index.html
http://www.ewoman.co.jp/
http://www.ewoman.co.jp/
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もう既になくなってしまっているものがあるかもし

れません。ご了承下さい。また、新しいいいサイト

があれば、ニュースレターで逐次ご紹介することも

可能かと思います。ぜひご連絡いただきたいと思い

ます。長い間、どうもありがとうございました。

 

 

 レスブリッジといってもご

思いますが、カルガリーの南

との国境に近いところにあり

ーバーから強制収容された日

外の農村地帯に住んでいた関

千人余り住んでいます。その

からあったようで、正式な記録

が日本語学校を開いています

あり、レスブリッジの観光名

す。 

 レスブリッジ地区における

一番古いのが上記の仏教会日

多いときには 70 名を越え、運

ックなどの行事も盛んだった

る日本語学校は1990年に仏教

毎週土曜日に開かれています

り、生徒は幼稚園児から高校生

のほとんどは日系人の子弟で

生徒と英語が母語の生徒もお

のようです。 ですが、少人数

教科書、教材、教具を使い、

をしているとのこと。毎年、

(JICA) からの援助を受け、新

ています。 

 カナダ人向けの日本語教育

校、高校２校、コミュニティ
カナダ各地の学校めぐりシリーズ（７） 
レスブリッジ地区 

 

鵜沢梢（レスブリッジ大学） 
 

存知ない方が多いかと

にある街でモンタナ州

ます。戦争中にバンク

系人がレスブリッジ郊

係で今でも日系人は 2

ため日本語学校は古く

では 1964 年に仏教会

。本格的な日本庭園も

所の一つになっていま

日本語教育機関ですが、

本語学校で、生徒数は

動会、学芸会、ピクニ

とのことです。現在あ

会から独立したもので、

。現在、教師は４名お

まで 20 名前後。生徒

すが、日本語が母語の

り指導もなかなか大変

のクラスでいろいろな

きめ細かい日本語指導

日本の国際協力事業団 

しい教科書等を購入し

機関は現在、中学校１

ーカレッジ１校、大学

１校です。 

 中学校での日本語クラスですが、これは体育と社

会科のカナダ人の先生が日本に行ったことがあり、

日本語が少し出来るので２年前に選択科目として日

本語のコースを開いたとのことです。中学１年のク

ラスで初級日本語を週に４日(１時間ずつ)教えてい

ます。生徒数は毎年、20〜25 名くらいとのこと。こ

の年齢層（13 歳）に合ったいい教科書がないので、

教科書は特に使っていないとのことです。 

 高校レベルでの日本語は２校でそれぞれ日本人教

師によって教えられています。いずれも選択科目と

して教えられており、１年生から３年生までのクラ

スがあります。教科書は１校では教師作成のもの、

もう１校では NTS's Basic Japanese の１と２を３年

間で教えています。学生数は１年生で 20 名前後、２

年生で 10 名ぐらい、３年生で５名ぐらいとのことで

す。 

 コミュニティーカレッジでは、社会人向けの初級

日本語会話のクラスを夜間に開いています。教師は

日本人教師が１名。これは単位取得コースではあり

ませんが、フランス語、スペイン語と共に毎年開か

れている人気のあるコースです。 

 大学での日本語コースは選択科目として10年くら

い前から開かれてきました。現在２名の日本人教師

がいます。日本語を取る学生数は最近、中国からの

留学生が増えたため１、２年前から急激に増え、初
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級入門のコースでは秋、春、夏それぞれの学期を合

わせると、120 名以上にもなります。コースは初級（前

期、後期）、中級（前期、後期）、上級まであります

が、上に行くにつれて学生数が減っていくのはどこ

の大学でも同じ現象のようです。日本語はまだ専門

科目にはなっていないのですが、国際経営学を専門

にしている学生は外国語を４コース取ることになっ

ているので、中国人の学生がよく日本語を取ってい

ます。授業時間数は毎週５時間、13 週で３単位が取

れます。教科書は筑波大学で開発された Situational 

Functional Japanese を使っており、週１回あるコンピ

ュータラボでは、教師がこの教科書に基づいて作成

した練習問題をさせています。（ちなみに、この練

習問題を作成しているオーサーウェアはカルガリー

大学の楊先生が開発されたものです。） 

 レスブリッジは人口７万人ぐらいの小さな街です

し、日本語を教えている教師もそんなに多くありま

せんので、各教育機関で教えている日本語教師は全

員年に２、３回は集まって勉強会、親睦会等を開い

ています。またカルガリーで南アルバータ教師会の

講演会があるときは毎回10名前後の会員がレスブリ

ッジから参加しています。そんな関係でカルガリー

の日本語教師の皆さんとも仲良くさせていただいて

います。 

 なお、アルバータ教育省では 2006 年度より小学校

から第２外国語（日本語も含まれています）を勉強

させることを義務づけようといろいろプランを練っ

ていますが、どの外国語も資格のある教員を確保で

きるかどうかが難しいところです。これによって日

本語を勉強する小学生がたくさん出てくるのかどう

かはまだ未知数ですが、アルバータ州における日本

語教育の発展には朗報と言えるかもしれません。 

 なお、今回のレポートをまとめるにあたり、河井

ちよ子、Frank Lowe、西林フキの各氏にご協力をい

ただいきました。ここに感謝いたします。 

 

コラム 

国定忠治は東京弁なんか話さない 

サマレル史子（カルガリー大学） 
 

 以前ロッキー観光のガイドをしていた頃、ガイド仲間で、口調が穏やかな京都弁は雄大なロッキーによく似合う

という話が出ました。そこから話が発展して、方言はすばらしい、ガイドはお国言葉でしましょうという案が出た

ので、私も賛成しました。ところが同僚曰く、「上州弁はちょっとネー。」「やっぱりサービス業だから乱暴な群馬

弁は失礼なんじゃない？」なぜか私だけのけ者にされてしまったのです。上州のべーべー言葉のどこが悪いんかい？

つるべになべはどうするべ？（改訂版：かべになべはどうするべ？最近はつるべを知らない人が多くなった。） 

 そういえば、国定忠治の名台詞「赤城の山も今宵限りか。かわいい子分のてめえ達とも別れ別れになる旅出だ。」

も、東京弁に訳されてしまっています。忠治はたぶん上州弁でこんなふうに言ったと私は思うのです。「おめえサ

ー、オラ、赤城の山も今晩限りダンベ。子分のてめえらとも別れ別れになっちまうんきゃ。」 

皆様のお国では国定忠治の台詞をどう言いますか。私の生まれ育った峠の釜めしの町、横川弁で言ってみます。

裏妙義の岩山と私が通った女子校の剣道部の後輩の顔を思い出しながら。「あのサー、妙義の山もサー、今晩でお

しまいなんだいね。かわいい子分のあんたなんかともサー、別れ別れになっちゃう旅出なんさ。」 

 みなさんのふるさとの国定忠治の声を聞かせてください。（Email: summerel@ucalgary.ca） 

 「赤城の山も今宵限りか。かわいい子分のてめえ達とも別れ別れになる旅出だ。」 
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＊ 今年もまた、年次大会開催の時期とな

ことができ、講師を招いての研修会、参加

語教育に携わる方々や感心のある方々が、

いことと思います。大会実行委員一同、皆

＊ 現在、CAJLE の会員は、西はブリティ

広がり、さらにアメリカ、日本、その他数

より多くの方々に、より多くの研修・交流の

年次大会をさまざまな地域で行っていくこ

各地域でその地域の状況に合わせた勉強会

にとって有意義な会となるために、皆さま

＊ すでにお気付きのように、今号よりニ

によって運営されていますが、長年に渡り

げずに会員への特典を維持するための策の

ュースレターに広告をお願いいたしました

情報の掲載ができることを、皆さまにもご

＊ ジャーナル CAJLE６号の出版準備が、

できるものと思いますので、どうか、ご期

 

 

BULLETIN BOARD
りました。例年のように、国際交流基金より助成金をいただく

者による研究発表会などを軸に、多くの催しを行います。日本

さまざまな刺激を受け、交流を深める機会となれば、大変嬉し

さまにお会いできるのを楽しみにしております。 

ッシュ・コロンビア州から東はニューブランズウィック州まで

カ国に渡っております。そのニーズに答えるためにも、今後は

機会をもっていただきたくことが必要となってくるでしょう。

ともその一つでしょうし、トロント地区における部会のように、

を行っていくことも、検討すべき課題となるでしょう。皆さま

の声をお聞かせくださるよう、お願いいたします。 

ュースレターに広告が入りました。CAJLE は、会員からの会費

、さまざまな経費の高騰を受けてきました。そこで、会費を上

一つとして、昨年よりジャーナル CAJLE に、そして今年からニ

。これらの企業や団体にご協力を感謝するとともに、役に立つ

理解いただければ、幸いです。 

順調に進んでおります。会員の方々には年次大会の折にお渡し

待ください。           （会長）西島美智子 
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★この編集後記を書いている今、５月も終わりに近い頃、日本では拉致事件被害者家族の帰国が話題になっています。カナダ

では夏にかけての選挙運動が始まりました。そして私の住んでいるカルガリー市は、プロアイスホッケーのチームのユニフォ

ームの色、赤一色です。カルガリー・フレームズは、つい先日まで、ただプレイオフ出場が夢だったのに、強いチームを次々

と破り、とうとう北米一を争う決勝戦までこぎ着けたのです。そんなわけで、報道陣にはシンデレラ・チームと呼ばれていま

す。髭面で筋肉隆々のシンデレラおニーさんたちの活躍が楽しみです。◇８月の大会で皆様とトロントでお会いできるのを楽

しみにしています。昨年はワタクシ上沼ふみ子が我が家の裏山と掘っ立て小屋をご案内いたしましたが、今年は我が家の中庭

にある水たまりをご案内いたします。参加者の皆様、楽しいお話をお土産に持ってきてください。（サマレル） 

★前号の編集をしたのがついこの間のような気がしていたのですが、もう 28 号を皆様のお手元にお届けする時期となりまし

た。皆様お元気でお過ごしでしょうか。ニュースレター編集メンバーの特権である、誰よりも早く皆様からお寄せいただいた

原稿を読むチャンスがあるにもかかわらず、今回私は、原稿にまだほとんど目を通していない状態です。と言うのは、この号

では広告担当者として仕事させていただきました。もうすでにお気づきのことと思いますが、今号から、本格的に広告掲載を

始めました。広告掲載と一口に言いましても、なんと大変な作業があったか・・・。皆様に聞いていただきたいのですが、書

き始めましたら、この苦労話は何ページに収まるのか分かりませんので、今回は割愛し、ただ、ただ、ご協力くださいました、

広告主と大変な時間と労力を惜しみなく費やしてくださいました西島会長に感謝いたしたいと思います。なお、次号に広告を

とご希望の方がいらっしゃいましたら、いつでもご連絡、お問い合わせ下さい。お待ちしています。（杉本） 

★年末バッファローからミシガン州のアナーバーに引っ越しました。クリスマス明けに中型トラックを運転してのおそるおそ

るの旅でしたが、幸いその日は雪も降らず、暗くなる前に辿り着きました。中西部の町ということで内心馴染めるか不安でし

たが、意外にもリベラルな町で暮らしやすく、ほっとしました。雪もトロントやバッファローに比べると少ないですし・・・。

と思ったのもつかの間、ここ何週間か春の嵐がすごく、毎日のように雷雨が続き、竜巻注意報が出るようになりました。稲光

で空が１秒に２回ぐらい白くなるような状態が豪雨とともに絶え間なく１時間以上続いた夜は、大変なところに来てしまった

-なあと思ったりもしました。地元の人が、あんな雷雨は生まれて初めてだと言った時にはちょっと安心しましたが、竜巻注

意報については、ああ、あんなのは春は普通だよと言われてしまいました。私は昔から周りの人に適応能力が高いと言われる

のですが、自分ではいろいろなことを無意識にしているようで、本当かどうか分かりません。昔トロントに移って１か月ぐら

いした時にも、もう５年も 10 年も住んでいるような顔をしていると言われたのを思い出します。初めて行った旅行先でも、

どういうわけか地元の人と間違えられて道を聞かれてしまうことがよくあります。２、３日もいると答えられたりするので、

一緒に行った友人に “Have you been here before?” と聞かれます。今、私はミシガンにどのくらい住んでいる顔をしているのか

な、などとばかなことをちょっと考えるこの頃です。（谷原） 

★ここにニュースレター28 号をお届けします。前回の 27 号よりは分量は半分ぐらい減りましたが、内容的には負けないぐら

いの充実したものがあると思います。多彩な寄稿は、きっと皆様を楽しめるのではないかと信じております。◇と同時に、前

回原稿募集の知らせを出して、載せきれないぐらいの応募があるのではないかと密かに期待していた企画は、しかしながらま

ったく見当が外れ、中止せざるをえず、いささか落胆したこともここに告白しましょう。原稿集めの努力が足らなかったと深

く反省しております。◇ニュースレターの魅力は、なんと言ってもみんなの交流にあります。地域ごと、組織ごとの交流も大

事ですが、機関の代表としてばかりではなく、会員個人レベルの交流も大事だと思います。これからもいろいろなご提案、そ

してなによりもみなさんからの積極的なご投稿を楽しみにしております。（楊） 
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