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会長のことば 

 

会長 大江都 

 

あっという間に秋が過ぎ、早や一年を締めくくるときが来

てしまいましたね。北米の秋学期、つまり新学期というのは、

なんと足早に、瞬く間に過ぎるのでしょうか。九月の始めに

どっと押しよせる学生たち、その交通整理に追われ、山ほ

どの仕事に追われているうちに、気がつけば師走。毎年の

ごとく、時の流れる速さに驚いてしまいます。皆様の秋は、

いかがでしたか。 

この一年もまた、CAJLE では素晴らしい活動が行われま

した。本号にも詳細の報告、感想文が掲載されていますが、

八月には、カナダ日本語教育発祥の地、バンクーバーの

ブリティッシュ・コロンビア大学＇UBC（において盛大な年次

大会が開かれました。プリンストン大学の牧野成一先生を

始めとし、多数の講師の皆様においでいただき、闊達で生

き生きとした討議が繰り広げられました。研究発表の数、参

加者の数も例年を上回り、バラエティに富んだ、学ぶことの

多い大会でしたね。美しく広大なキャンパスも存分に楽し

んでいただけたかと思います。そして来年は、本号のお知

らせのとおり、サスカチュワン州へと移動して、理事の一人、

ラム智子氏の在籍するレジャイナ大学において CAJLE 

2011 大会を開催する予定です。テーマは「日本語教育文

法・コミュニケーション教育を考える」。大会実行委員諸氏

により、現在、着々と準備が進行中です。会員の皆様の多

くにとって、レジャイナはおそらく未知の土地かと想像いた

します。今年度とはまた趣向の異なるユニークな大会へ、

多数の方々が参加くださるのをお待ちいたします。        

「総会報告」にありますとおり、八月の大会を機に、理事

メンバーの一部が入れ替わりました。５名の理事が任を退

き、４名の新メンバーが加わりました。長い間貢献してくだ

さった旧理事の皆様、誠にありがとうございました。これま

で築かれた基盤を元に、さらに活動の充実を目指して、理

事一同、励んでいきたいと思います。もちろん、理事以外

の会員の皆様からのインプットも常時歓迎いたします。 

さて、改まって、ご報告したいことがあります。ニュースレ

ター第 40号で報告されたとおり、CAJLE と、The Canadian 

Association of Second Language Teachers (CASLT)が提携

団体になることがかねてより合意されていましたが、去る九

月、ウィニペグにおいて開催された CASLT 総会に会長の

私がお招きを受け、正式な調印を行ってきました。CASLT

は、カナダにおける第二言語教育の向上•促進を目的に、

種々の活動、支援を行っています。周知のとおり、調印に

先立ち、CAJLE はこの八月の年次大会に際して旅費援助

バーサリーの提供を受けました。そして、CAJLE 広報部に

よる選考の結果、両団体の会員である５名の方々に、この

バーサリーが授与されました。 

現在、CASLTのメンバーの大多数は、英仏語のL2教育

で活躍する先生方ですが、しかし、目指すは英仏のみで

なく、多言語におけるL2教育の向上・促進です。その一環

として、CAJLE との連携も生まれたわけですが、誉れ高い

ことに、英仏以外の言語教育分野では、CAJLE が提携団

体第一号となりました。来年四月には、ニュースレター本号

の「教師会情報」で紹介されているとおり、モントリオール

において、CASLT の主催により「 Languages Without 

Borders 2011」が開かれます。CAJLE からも代表者が参加

し、発表・報告を行う予定です。代表者に限らず、誰でも参

加できますから、特にケベック州在住の会員の皆様は、是

非参加をご検討ください。日本語以外の L2 に関わる先生

方、研究者と接し、また新たな視野が開けるに違いありま

せん。 

それでは、まだしばらくは学期末の忙しさが続くことと思

いますが、風邪など引かれませんように。来年の干支は「ウ

サギさん」。新しい年もまた、ホップ、ジャンプで元気いっぱ

いに、やってまいりましょう。
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CAJLE2010 年次大会の報告 

 

CAJLE2010 年次大会を終えて 

実行委員 レベッカ・チャウ, 竹井明美, 弘枝・ウッド  

  

2010 年度の CAJLE 年次大会は国際交流基金、ブリ

ティッシュ・コロンビア大学文学部・アジア研究学科など

諸機関のご支援のもと、11名の招聘講師と 36名の研究

発表者を迎えて 8月 13日から 15日までカナダ西海岸、

バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学において

開催されました。2010 年が私達実行委員にとって、とて

も特別な年に感じられたのは、冬季オリンピックが開催さ

れた半年後の夏に当地で初めての CAJLE 年次大会を

催すことができたからかもしれません。オリンピック・女子

アイスホッケー、またパラリンピック・スレッジホッケーの

会場となった UBC では、なかなかその興奮が冷めやら

ず、UBC キャンパスにあふれる熱心なボランティア精神

は、CAJLE年次大会をも力強く支えてくれました。 

本年度の大会テーマは「日本語教育の新たな可能

性：言語・コンテンツ・文化の統合」とし、日本語学、日本

語教育にとどまらず、外国語教育、日本研究などの研

究者及びあらゆるレベルの教育機関で活躍している諸

先生方による理論、実践報告、課題の提示などを通し、

新たなカリキュラム、評価法の作成、教材開発などへの

手がかりをつかむことを目標としました。バンクーバーが

アジアからアクセスしやすい場所であること、また、ブリテ

ィッシュ・コロンビア州はカナダの日本語教育の発祥地

であることなどから、今大会は、BC 州内からは勿論、カ

ナダ国内、日本、アメリカ、中国、香港、台湾などからの

べ 270 人あまりの参加者数を記録し、CAJLE 年次大会

としては最大規模の大会にもっていくことができました。 

基調講演は牧野成一＇プリンストン大学教授（による「

日本語教育の新たな可能性：言語・コンテンツ・文化の

統合 翻訳で何が失われるか―その日本語教育的意味

」という演題で行われました。数多くの実例を通し、日本

文学作品を翻訳するときに失われるものが様々な観点

からわかりやすく分析され、日本語中上級者の授業に

おいて翻訳に目を向ける重要性と実践上の注意点をご

説明いただきました。 

基調講演に続いて行われた以下の 5 つの教師研修

会はそれぞれに興味深く、示唆に富んだもので、また、

そこで提示された具体例などは教育現場ですぐにでも

応用できるものばかりでした。 

 「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（  

 「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（  

 「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（ 

 ―Integrating Language, Content and Culture: A 

Language Socialization Approach to Japanese 

Language Education‖ ＇Patricia Duff, University 

of British Columbia（  

 「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（ 

これらの発表が共通して意図していたのは語学教育が

ただ単に語学運用能力を提供するものではなく、むしろ

批判的思考プロセスを養う重要な大学教育の一翼を担

っているということでした。 

36 名による研究発表は、数多くの応募論文から匿名

選考により厳選されたもので、そのテーマは日本語学、

言語習得の理論研究から、実践報告まで多彩なもので

した。また、本年度は英語論文が全体の 3分の 1を占め、

非母語話者の教師の方々にとっても参加しやすい大会

となったのではないかと思われます。今年度初めて試み

たラウンドテーブル・ディスカッションでは、古典文学と

現代文学の分野で活躍しているUBCの 4名の教授、研

究者—Christina Laffin, Stefania Burk, Joshua Mostow, 

Sharalyn Orbaugh—の各先生方に古文・現代日本文学
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のコースにおけるコンテンツと言語の統合の実践とその

問題点を話していただきました。カナダで活躍する現役

の日本研究スペシャリストが英語によるディスカッション

に参加してくださったことで、当会が目指す大会の｢バイ

リンガル化｣の一助となるとともに、大会内容にさらに厚

みを持たせることができました。 

大会最終日に開かれた年次大会のハイライトとも言え

るパネル・ディスカッションにおいては、大会テーマやコ

ンテントベース指導(CBI)などをめぐり、それぞれの立場

や観点の違う 6 人のパネリスト＇牧野先生、教師研修会

の講師の先生方に加え、アルバータ州教育省・国際交

流基金派遣講師の永富あゆみ氏（によって、文化とは何

か、コンテンツと言語統合の実践などについて、クリティ

カルな観点から新たな方向性や示唆に富んだ議論を展

開していただきました。 

このように、本年度の大会は 3日間を最大限に生かし

たハードスケジュールでしたが、牧野先生を始め、高名

な先生方、発表者の方々の多大な熱意に心を動かされ、

一時たりとも疲れを感じなかったのは私達実行委員だけ

ではなかったと思います。定例の懇親夕食会は、市内

の中華料理店で盛大に行われ、参加者同士の貴重な

交流と親睦を深める場となりました。「オリンピックお土産

グッズ」を一等賞に、日本語サークル、アメリカ紀伊國屋

書店、UBC アジア学部、立命館大学からご協力いただ

いた各種のドアプライズで会場が大いに盛り上がったこ

とは言うまでもありません。そして、CAJLE理事の一員で

ある西島氏によるカナダ大陸横断スライド・ショーも皆様

に楽しんでいただけたことと思います。 

最後に、CAJLE 会長の大江氏、副会長の西島氏、そ

して全理事の皆様方からの惜しみないご支援とご協力

に心からお礼申し上げたいと思います。2011 年の年次

大会は 8月 5日から 7日まで、カナダ中西部のサスカチ

ュワン州の州都、レジャイナ市にあるレジャイナ大学にて

行われる予定です。カナダを象徴する広大な自然に溢

れたレジャイナで、また来年お会いしましょう！！

 

 

参加者からの感想 

庄司京子＇米国ロサンゼルス、ノートルダム高校（ 

 

  この夏、CAJLE 年次大会に初めて参加させていただい

た。「日本語教育の新たな可能性：言語・コンテンツ・文化

の統合」というテーマを、基調講演、教師研修、ラウンドテ

ーブル・ディスカッション、パネル・ディスカッションを通して

様々な角度から学び、考えさせるプログラムが組まれてい

た。3日間、朝 9時から夕方 6時まで、盛りだくさんの学会

だった。2日目と 3日目午前の研究論文発表も３会場に分

かれて 36 のセッションがあり、発表者も大学院生、高校教

師、大学の先生など幅広く、トピックも言語学から教授法ま

で多岐に渡り、興味深かった。私も AP クラスで行った「ム

ードルを使用したオンラインでのスピーチにおける学生間

フィードバック」についての発表をさせていただいた。 

会場の UBC アジアセンターの隣には新渡戸庭園があ

り、昼休みには緑の中で心落ち着くひと時が過ごせた。宿

泊したゲストハウスの寮も、窓から海と山が見え、快適だっ

た。プロポーザルを出した時点から数ヶ月に渡る迅速なメ

ールのやりとり、ウェブ上でのプログラムや宿泊などに関す

る細かな情報、会場の準備、和洋中と変化に富んだ昼食

の用意など、どれをとっても理事の皆様の行き届いた心遣

いが感じられた。理事の皆様に心より感謝を申し上げた

い。 

 美しいバンクーバーでの CAJLE年次大会に参加して充

実した 3日間を過ごすことができ、ロサンゼルスから行った

甲斐があった。カナダの先生方とのネットワーク作りをしな

がら、カナダの日本語教育事情について学ぶことも多かっ

た。カナダとアメリカはお隣同士の国であるが、カナダでは

アメリカのことがよく知られているのに、アメリカではカナダ

のことがあまり知られていないのが現実ではないだろうか。

アメリカの先生方にも、毎夏カナダ各地で行われるこの

CAJLEの学会に是非参加することをお勧めしたいと思う。
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角南
す な み

陽一＇ＢＣ州 フレイザーバレー大学（ 

7月のOPIワークショップでお世話になった牧野先生

が基調講演にいらっしゃるということもあって、自宅から

一時間程のブリティッシュ・コロンビア大学＇UBC（で 8月

13 日から 15 日まで行われた CAJLE 大会に参加した。

参加したと言っても役員でもなければ発表者でもない私

は見るだけ聞くだけの気楽な立場である。この会にお邪

魔するのは 5年程前にビクトリア大学で行われた時以来

なのだが、受付におられた杉本陽子先生に「名前の字

が同じですね」などと言っていただき、なごんだ気分で

会場に入った。 

誤解を恐れずに言えば、専門的すぎないのがこの会

のひとつのいい所だと思う。参加する方の所属機関も大

学、高校、日本語学校などまちまちだし、発表の多くは

日常の仕事で研究が重点になっていない私のような立

場の者にも理解でき、おもしろく、また教室活動に応用

できるものだった。著名な先生方の豊富な知識と経験を

背景にした手慣れた感じの講演も感心させられるし、大

学院生の渾身をこめた発表を聞くのもいいものだ。反面、

二人以上の方が持論を戦わせるという場面はほとんど

見られなかったが、それはまた別の学会などで機会はあ

るだろうし、CAJLE に関しては個々人のレベルアップと

日本語教育界のゆるやかな意思統一に役立てばいい

のではないかと思った。 

カナダ国内のみならず、アメリカ、日本から講演やパ

ネリストの先生方をお招きし盛大な大会を開催した会の

役員の方、大会の実行委員の方には大変なご苦労があ

ったものと思う。そういった方々のお陰で私のような立場

の者も講演や発表を聞く機会をもてたのだ。その他も知

り合いの先生方や UBC に通っている元教え子と近況を

報告し合ったり、同日にキャンパスで開催されていたア

ニメコンベンションのコスプレーヤーを眺めたり、新渡戸

庭園を散策したりした後『げんき』のデスクコピーを申し

込んで帰路につくという良い週末だった。関係者の方々

には今一度お礼を言いたい。ありがとうございました。 

  

Abigail McMeekin (University of Lethbridge, Alberta) 

  This year’s conference theme, ―Integration of 

language, content, and culture‖, could not be more 

well-timed. During the past few years, there has been a 

steady increase in the number of language educators who 

have been attempting to integrate language, content, and 

culture in their classrooms and they have found it an 

undeniably messy process. Being one of those educators 

who grapples with how we are to ―include it all‖, I found 

the presentations to be extremely practical toward 

accomplishing this goal.  

  For instance, in his Keynote Speech, Professor 

Seiichi Makino convinced me that there is much more to 

translating literary texts than syntax and vocabulary and 

that we should teach students the skills to recognize and 

translate the different social, cultural, and cognitive 

layers of meaning inherent in Japanese literary texts. 

  In particular, I found the workshops very 

worthwhile because they included opportunities to 

engage with colleagues and discuss issues we rarely get 

to address. Professor Ryuko Kubota’s workshop on 

Content-based Instruction reminded me that focusing on 

meaning rather than on linguistic form is crucial to 

helping students attain target-like competency and not 

just grammatical accuracy. Professor Patricia Duff’s 

presentation on a language socialization approach to 

teaching Japanese was inspiring yet humbling in that we 

still don’t know how to turn this approach into specific 

practices to incorporate in the second language 

classroom.  

  The individual papers were also excellent and 

ranged from broad to specific in their issues of 

integration; from incorporating prosody instruction to 

looking at variant use of the plain form to how to teach 

compound verbs. Each presentation made me more 

knowledgeable and motivated about a segment of my 

teaching that would undoubtedly have remained 

otherwise stagnant. 

  The CAJLE conference in Vancouver this summer 
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was my first one as a newcomer to the Canadian 

Japanese Language Educator scene and I am already 

looking forward to the next one. The conference was so 

successful thanks to the educators who shared their 

passions and struggles in trying to teach Japanese the 

best way they can. This is why we choose to attend this 

conference. All of us are looking for ways to improve, 

change, challenge, and motivate the way we teach and it 

is at CAJLE that we have the opportunity to do so. 

  Thank you first and foremost to those who shared 

their ideas, observations, and thought-provoking 

questions with all of us. Thank you to the CAJLE 

Organizing Committee for enabling us to attend the 

presentations in such an organized and well-thought out 

format. And thank you to The Japan Foundation and The 

University of British Columbia for their sponsorship. 

 

大会アンケート結果 

書記 弘江・ウッド 

 

2010年度 CAJLE年次大会は、カナダ＇5州（、アメリカ、

日本、香港、韓国から 3 日間でのべ 273 名の参加者を

記録し、昨年同様に基調講演、教師研修、研究論文発

表、パネル・ディスカッション、教材展示販売、そして、今

年新たにラウンドテーブル･ディスカッションが催された。

年次大会アンケートは、回答者数 57名で下記の結果が

まとめられた。 

 

1. 全体評価 

とてもよかった：  75%    <43名> 

よかった：  21%    <12名> 

あまりよくなかった：  0%    <  0  >   

無回答：   4%    < 2名> 

 

2. セッションの意見、感想 

基調講演に関しては、「今までとらえていた翻訳に

ついての概念が変わり、よさを得ることができた」「翻

訳の学習効果がわかった」「English gloss was 

helpful」「Interesting to me because I could follow — 

he kindly provided ふりがな」、教師研修では、「違

う分野の内容を知る機会が得られた」「実践教育とし

ての内容、プレゼン共によかった」「様々な視点、具

体例を知ることができた」、英語での研修には、

「Very clear - appreciate posting of slides」「Although 

it is not immediately useful in my class in September, 

good to step back, get some overview」、研究論文発

表に関しては、「会場がテーマ毎に分かれていて、

まとまって考えられてよかった」「質が高く刺激的な

内容だった」、そして、ラウンドテーブル・ディスカッ

ションとパネル・ディスカッションも「大学の日本研究

の先生方にこのような形で参加してもらえたことは、

大会に厚みを持たせるとてもよい取り組みであった

と思う」「文化、コンテントを日本語に取り入れるとい

う観点が面白く、示唆に富んでおり、興味深く聞け

た。改めて考えさせられた」等とポジティブな感想が

非常に多かった。 

 

3. 大会全体の意見、感想 

よかった点として「密度の濃い充実した企画で満足

感と手ごたえ、運営は規模がほどよく、心遣いが直

接伝わった、参加してよかった」「日本語教育、言語

学、日本文学など、色々な面からの発表や研修が

あり、ゲストスピーカーやプログラムの組み方もよく

考慮されていた」「初めての参加だったが、色々な

先生、研究者と交流できて楽しかった、いい刺激だ

った」などと肯定的な意見や感想が挙げられる。こ

の反面、改善点として、ラウンドテーブル・ディスカッ

ションは「新しいアプローチで文学を教えるというよ

うな例をもう尐し聞きたかった」、パネル･ディスカッ

ションは「一人 15分でも 6人は尐し多すぎる。3人

のセクションが 2つならよかったのでは？」等が挙げ

られた。 

 

4.   今後の希望開催地 

バンクーバーが再び希望開催地として多かったが、

プリンス・エドワード島、トロント、西海岸も挙げられ

た。 
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CAJLE2011 年次大会情報 

 

2011 年度年次大会 

CAJLE2011 実行委員会 

 

2011 年 CAJLE 年次大会についてお知らせ致します。 

テーマ： 「日本語教育文法・コミュニケーション教育 

      を考える」 

日時：  2011年 8 月 5 日＇金（、6日＇土（、7 日 

     ＇日（の 3日間 

場所：  サスカチュワン州レジャイナ大学 

例年通り、基調講演、研究発表、教師研修などの充実

したプログラムを予定しております。基調講演と教師研

修の一つには大阪府立大学の野田尚史先生、そして、

二つの教師研修にはハドソン遠藤陸子先生＇ミシガン州

立大学（と片岡裕子先生＇カリフォルニア州立大学ロン

グビーチ校（をそれぞれお迎えすることが決定しました。

研修はコミュニケーション能力育成の観点から、文法教

育の見直し、文法事項の説明法、それぞれの教育レベ

ルに即した教材や教室活動の作成など、具体的かつ実

践的な内容を盛り込んだ内容となる予定です。タイトル

と要旨は CAJLE ウェブサイト＇http://www.cajle.info（に

てご覧いただけます。引き続き、詳細が決定次第ウェブ

サイトにてご案内致しますので、随時ご確認下さい。 

本大会ではあらゆるレベルの機関で日本語教育に関

わる先生たちがこのテーマを様々な角度から考察し、日

本語教育の充実を図る機会になることを願っています。

地平線が果てしなく広がる大自然のレジャイナで皆様に

お目にかかれる日を実行委員一同心からお待ち申し上

げます。 

 

お問い合わせ先＇実行委員会（ : cajle2011@gmail.com 

 

 

2011 CAJLE Annual Conference 

Organizing Committee for the CAJLE 2011 

    

  The 2011 CAJLE Annual Conference entitled 

―Exploring on Pedagogical Japanese Grammar and 

Teaching for Communication‖ will be held at the 

University of Regina in Saskatchewan for three 

consecutive days from Friday August 5 through Sunday 

August 7. The conference will include a keynote speech, 

concurrent paper presentations, and workshops. We are 

very pleased to announce that Professor Hisashi Noda of 

Osaka Prefecture University will be the keynote speaker 

for this year’s conference as well as a lecturer of one of 

three workshops. Other lecturers of the workshops are 

Professor Mutsuko Endo Hudson (Michigan State 

University) and Professor Hiroko Kataoka (California 

State University, Long Beach). The workshops will 

include review of pedagogical Japanese grammar, how to 

explain grammar points, designing teaching materials 

and classroom activities to suit different language levels, 

all discussed from a viewpoint of teaching for 

communication by providing specific and practical 

content. The titles and the abstracts are available at the 

CAJLE website (http://www.cajle.info). Please visit the 

website for further updates. 

  We aim at gathering together Japanese language 

teachers from all levels of institutions around the world 

to explore this theme from a variety of perspectives. We 

wholeheartedly welcome everybody and look forward to 

seeing you in Regina where the horizons are endless. 

  If you have any further inquiries, please contact us 

at cajle2011@gmail.com 

 

http://www.cajle.info/
mailto:cajle2011@gmail.com
http://www.cajle.info/
mailto:cajle2011@gmail.com
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CAJLE 2011 年次大会 研究発表募集 

 

カナダ日本語教育振興会＇CAJLE（では、「日本語教

育文法・コミュニケーション教育を考える」をテーマに

2011 年次大会を、8 月 5 日＇金（～7 日＇日（の三日間、

サスカチュワン州のレジャイナ大学にて行う予定です。

本大会では日本語教育関連分野における研究発表に

加え、野田尚史先生＇大阪府立大学（による基調講演お

よび教師研修会、また片岡裕子先生＇カリフォルニア州

立大学ロングビーチ校（・ハドソン遠藤陸子先生＇ミシガ

ン州立大学（による教師研修会を予定しています。 

研究発表は、日本語学、日本語教育、継承語教育な

どの理論的考察、実践報告、また教材開発などを扱っ

たもの、特に大会テーマに沿った発表を歓迎いたします。

発表言語は日本語・英語のどちらも可、発表時間は 20

分、質疑応答 10分の計 30分とします。なお、大会後に

研究発表の中からジャーナル投稿にふさわしい論文を

選抜し Journal CAJLE vol. 13 への投稿のご案内をいた

します。投稿論文は、査読審査の上、採否の決定を行

います。 

研究発表の申し込みは以下のものをメール添付

＇.doc/.docx（にて下記までお送りください。 

1) 発表タイトル＇日本語と英語（ 

2) 発表の要旨＇日本語または英語 1ページ（ 

3) 発表者の氏名＇日本語とローマ字；共同発表

者全員を明記のこと（ 

4) 所属機関および役職＇日本語と英語；共同発

表者全員分を明記のこと（ 

5) 電子メールアドレス、電話番号、および郵便住

所＇代表者のみ（ 

  大会発表申し込み先：rebecca.chau@ubc.ca ＇件名は

"CAJLE 2011"でお願いします（ 

締切：2011年 4月 7日＇木（必着 

採否通知：2011年 5月 6日＇金（ 

 

共同発表も含めて発表者は当会会員に限り、発表は一

会員につき一題までとします。非会員の方には発表に

際し入会手続きをお願いいたします。入会案内は

CAJLE ウェブサイト＇http://www.cajle.info（をご覧くださ

い。 

 

 

CALL FOR PAPERS: CAJLE Annual Conference 2011 

 

Theme: Exploring on Pedagogical Japanese Grammar 

and Teaching for Communication 

Conference Date: Friday, August 5 – Sunday, August 7, 

2011 

Conference Venue: University of Regina  

Abstract Submission Deadline: Thursday, April 7, 2011 

Notification of Acceptance: Friday, May 6, 2011 

 

The Canadian Association for Japanese Language 

Education (CAJLE) is pleased to announce that its 23
rd

 

Annual Conference will be held at University of Regina 

in Saskatchewan from Friday, August 5, through Sunday, 

August 7, 2011. This conference will gather together 

teachers of the Japanese language and academics in 

related fields from institutions around the world. The 

conference will consist of paper presentations, as well as 

a keynote speech by Professor Hisashi Noda (Osaka 

Prefecture University) and workshops by Professor Noda, 

Professor Mutsuko Endo Hudson (Michigan State 

University), and Professor Hiroko Kataoka (California 

State University, Long Beach). 

We invite submission of abstracts for paper 

presentations on topics including, but not limited to, 

Japanese linguistics, Japanese language pedagogy, 

Japanese as a heritage language, as well as innovative 

teaching techniques. Submissions related to the 

conference theme are especially welcome. The allocated 

time for each paper is 30 minutes (20 minutes for 

presentation and 10 minutes for questions and 

discussion). Presentations may be given in either 

mailto:rebecca.chau@ubc.ca
http://www.cajle.info/
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Japanese or English.  

 Please e-mail submissions as an attachment 

in .doc/.docx (Microsoft Word) file format, with the 

following information to: rebecca.chau@ubc.ca  (please 

specify the subject line as ―CAJLE 2011‖).  

1) paper title (in both Japanese and English),  

2) one-page abstract (in either Japanese or English), 

3) name(s) of the presenter(s) (in both Japanese and 

English; list all co-presenters),  

4) current affiliation and title (in Japanese and 

English; list each co-presenter’s information), 

5) e-mail address, phone number, and mailing address 

(contact person only).  

Individuals may submit only one proposal as presenters 

or co-presenters. Presenters must be members of CAJLE. 

Membership information is available at: 

http://www.cajle.info 

Selected presenters at the conference will be invited 

after the conference to submit their papers for article 

length publication in Volume 13 of the Journal CAJLE. 

Those submissions will undergo a separate reviewing 

process set by the standards of the journal. 

 

 

特集記事 「日本語教育とインターネット利用」 

 

海外の日本語学習達にとって、実際に日本語を使って教室外で他の日本語学習者や日本語母語話者とコミュニケーショ

ンする機会は非常に限られていますが、いまやインターネットを使って様々なコミュニケーション活動が可能になってきてい

ます。今回、そのような活動の中から Skype と Podcast、そして「つながーる」の活動を紹介します。― 編集部 

 

Skype 

高崎麻由＇オンタリオ州 クイーンズ大学（  

 日本語学習者の中には、日本語を勉強して二、三年

経っても、日本人の友だちが一人もいなかったり、ほと

んど日本人と話したことがないという学生は尐なくないの

ではないでしょうか。このような学習者に「真の」日本語

使用の機会を与えるため、私が担当しているクイーンズ

大学の 200 レベルのコースでは、昨年度より Voice over 

IP (Skype)を使った会話パートナープロジェクトを実施し

ています。これは、日本の大学で英語を専攻している日

本人学生と、カナダで日本語を履修している学生を、ラ

ンダムにペアにし、Skype を使って話をさせるというもの

です。学生は、毎週同じパートナーと一時間＇日本語で

30分、英語で 30分（、合計で 10回から 15回話します。

日本とカナダの時差は 14 時間もあるため、会話をする

のが深夜になったり、週末の早朝になったりと、学生にと

っての時間的なコミットメントはかなり大きいのですが、

先生の干渉がない自由な会話の機会に、学生からのフ

ィードバックは上々です。学生には、既習文法や単語を

使わせたり、ある特定の文化面の学びを促すため会話

のトピックは授業の流れに合わせたものを与えてありま

す。また、評価の対象として、毎回レポートを提出させて

いますが、「楽しかった！」「だんだん緊張しなくなった」

「Q＆A でなく、自然な会話になるようにがんばった」「相

づちの大切さが分かった」など、教師にとってうれしいコ

メントが目立ちます。 

 Skype は電話・ビデオ電話としての利用だけでなく、会

話の中で聞き取れない単語やスペルを伝えるのに便利

なチャットボード、同じウェブサイトを見ながら話ができる

画面共有などの機能があります。これ以外にも色々な機

能があると思いますので、ご存知の方は是非お知らせく

だ さ い 。 も っ と 詳 し く お 知 り に な り た い方 も 、

mayu.takasaki@queensu.ca までお気軽にご連絡くださ

い。 

 

mailto:rebecca.chau@ubc.ca
http://www.cajle.info/
mailto:mayu.takasaki@queensu.ca


CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 41 号 

 

 

10 

Podcast 

佐藤慎司＇米国 ＮＹ州 コロンビア大学（  

 私の所属する勤務校では、日本語話者に自分のメッ

セージ・意見を積極的に表現することを主目標に、ポッ

ドキャストを発信する活動を 2006 年から実施しています。

この活動において、学習者は、教師やクラスメートから

受け取ったコメントをもとに企画書や脚本を何度も書き

直し、作品を完成させます。その際に、講師は、語彙や

文法に注意するだけではなく、自分たちが伝えたいメッ

セージ・意見を効果的に伝えるためにはどうしたらいい

のかという点を学習者に考えてもらうように活動の設計を

行っています。 

 2010 年春学期に初級クラス＇＝日本語一年生（で行っ

たポッドキャスト活動では、クイズショー、ドラマ、ニュー

スなど趣向を凝らして作品を完成させています。ポッドキ

ャストは下のリンクからご覧いただけます。 

http://www.columbia.edu/cu/japaneseaudio/podcasting/in

dex.html 

ポッドキャストに関しては、「やってみたいのだけれども、

編集に負担がかかりすぎるのでは？」という声がよく聞か

れます。しかし、実際ふたを開けてみると、今の世代の

学習者達はグループの中に必ずビデオの編集が好きな

学習者が一人はいますので、皆さんが思っているほど

心配はいりません。私の勤務校では、テク担当の TA さ

んに編集に関する質問を受けてもらったり、簡単なもの 

であれば、編集もお願いしています。 

 また、今回はじめて、メッセージを発信するだけでなく、

作った作品をより多くの人に見てもらえるようにするには

どうしたらよいか考え、実際にその考えを実行してもらう

ように指示を出しました。この考え方の背後には、学習

言語＇日本語（を用いて自己実現をしてほしいという教

師の切実な願いがあります。 

プロジェクト詳細についてご質問のある方は、佐藤慎

司 (ss903@columbia.edu)までメールをいただければと

思います。ぜひみなさんも一緒にポッドキャストプロジェ

クトをやってみませんか？ 

 

【参考文献】 

佐藤慎司・深井美由紀 (2008)「日本語教育への社会

文化的アプローチ―初級日本語ポッドキャスティン

グプロジェクト―」畑佐由紀子＇編（『外国語としての

日本語教育—多角的視野に基づく試み』 

深井美由紀・佐藤慎司 (2008)「教室から世界へ発信：

ポッドキャストを使った社会文化的アプローチの実

践」細川英雄とことばと文化の教育を考える会＇編（

『ことばの教育を実践する・探求する―活動型日本

語教育の広がり―』凡人社  

 

つながーる：インターネット上で日本語を使って「つながる」 

室中直美＇muronaka@tjf.or.jp（(財)国際文化フォーラム   

国際文化フォーラムは、2007年11月よりソーシャル・ネット

ワーキング・サービス＇SNS（を使った中高校生の交流のため

のウェブサイト「つながーる」tsunagaaru.com を運営していま

す。2010年 10月現在、17 ヵ国・地域から 1,300人以上の中

高生が参加しています。日本以外のメンバーはほとんどが

日本語を、日本のメンバーは英語のほか中国語や韓国語を

勉強しています。そのため、メンバーは、主に日本語、英語、

中国語、韓国語を使ってコミュニケーションしています。「つ

ながーる」は、自分の日々の生活や考えたことを書く「エッセ

イ」と、あるテーマについて意見や情報を交換する「コミュニ

ティ」で構成されています。それぞれ、「コメント」をやりとりす

ることでメンバー同士がコミュニケーションを図れる仕組みで

す。 

 日本語の授業では、例えば次のように利用されています。 

http://www.columbia.edu/cu/japaneseaudio/podcasting/index.html
http://www.columbia.edu/cu/japaneseaudio/podcasting/index.html
mailto:ss903@columbia.edu
mailto:muronaka@tjf.or.jp
http://tsunagaaru.com/
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■ 学習したトピック＇自己紹介、行事、将来など（についてエ

ッセイを書く。 

■ アメリカのAP日本語のクラスで、―Community‖(教室以外

のコミュニティで日本語を運用する力)の実践としてエッセイ

やコメントを書かせる。 

■ 違う国や地域の日本語のクラス、あるいは日本の英語の

クラスとペアを組み、お互いのエッセイについてコメントを交

換したり、専用のコミュニティをつくって自己紹介やフリーチ

ャットをする。 

■ リサーチなどのプロジェクトを行う。＇例：オーストラリア料

理のイメージについてコミュニティで質問をし、それをもとに

日本にオープンするオーストラリア料理レストランのメニュー

をつくって発表する（ 

「つながーる」を利用した教師や生徒からは、次のような反

応がありました。 

  ＜教師＞ 

■ 授業で習った日本語を「生きた場面」で使える。自分のエ

ッセイにコメントが来たり、ほかのメンバーの意見に共感でき

たりすると、学習のモティベーションも高くなる。 

■ 「つながーる」では、課題をこなすために文章を書くので

はなく、ほかのメンバーが読むことを意識して魅力的な内容

を書くことを求め、間違いの指摘はしなかった。すると、生徒

たちは驚くほどのびのびと楽しんで日本語を書き始めた。4

か月ほど続けたところ、日本語を書く力だけでなく話す力も

伸びた生徒もいた。 

■ 中高校生たちが実際に書いた文章には文化的な要素が

たくさん含まれている。生徒は自分自身のことを振り返りなが

らいろんなことを考えることができる。 

  ＜生徒＞ 

■ コメントが返ってきたときは本当にうれしかった。文法や

単語の間違いもあったが、それでも伝わるんだということを実

感した。 

■ 世界のいろいろな場所で違う暮らしをしている人たちが

いると頭では理解していたが、「つながーる」でいろんなメン

バーから直接話を聞くことでさらに実感できた。 

■ インターネットで海外の情報はすぐに手に入るが、世界

の同世代の人たちの日常や普段考えていることはなかなか

わからない。「つながーる」ではそれができる。 

  先生方向けに１週間のゲストアカウントを発行しています。

関心のある方は tsunagaaru@tjf.or.jp までぜひご連絡下さ

い。 

）「つながーる」の詳細は tsunagaaru.com の「つながーると

は」「先生方へ」をご参照ください。 

）「つながーる」を使った先生方の取り組みは下記サイトでも

紹介しています。 

   tjf.or.jp/newsletter/pdf_jp/F86.pdf 

tjf.or.jp/takarabako/PDF/TB_no24.pdf 

tjf.or.jp/takarabako/PDF/TB_no23.pdf 

 

 

部会・教師会情報 

 

この欄ではCAJLEの地域支部会のみでなく、カナダ各地の日本語教師会、CAJLEと何らかの形で関係のある日本語教育

関係の団体などの活動を紹介して、日本語教師間のネットワーク形成を促進する一助としたいと考えています。― 編集部 

 

CAJLE オンタリオ部会活動報告 

有森丈太郎 

オンタリオ部会では 6月以降、次のイベントを開催した。 

 6月 11日＇金（「日本語学習を継続させる：高校

から大学・カレッジへ 2」＇ジャパン・ファウンデー

ション・トロント共催（ 

2 回目となる今回は古屋賀子先生＇Toronto District 

School Board（、矢吹ソウ典子先生＇York University（、

丸岡あき子先生＇University of Waterloo（を発表者にお

迎えし、国際交流基金トロント日本文化センターにおい

mailto:tsunagaaru@tjf.or.jp
http://tsunagaaru.com/
http://tjf.or.jp/newsletter/pdf_jp/F86.pdf
http://tjf.or.jp/takarabako/PDF/TB_no24.pdf
http://tjf.or.jp/takarabako/PDF/TB_no23.pdf
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て開催した。日本語教育機関の縦と横の連携作りを目

指して始まったイベントであるが、発表者の方からそれ

ぞれのプログラムについて詳細にご紹介いただき、約

30 人の参加者の皆さんと自由闊達な情報交換の場とな

った。 

 8月 6日＇金（「海外における国語教育の変遷と

これから～ロンドン、カラカス、高雄、そしてトロ

ント」 

トロント補習授業校の矢木信男校長をお迎えし、上記の

テーマによる講演会を国際交流基金トロント日本文化セ

ンターにおいて開催した。補習授業校に通う児童・生徒

の保護者の方、教育に携わっている方など約 40 名にご

参加いただいた。前半は補習授業校の現状と課題、問

題解決へ向けての具体的な取り組みをご紹介いただき、

後半は過去 20 年にわたる、矢木先生の各地での経験

をお話しいただいた。 

 9月 10日＇金（「日本語学習を継続させる：高校

から大学・カレッジへ 3」＇ジャパン･ファウンデー

ション･トロント共催（ 

通称「継続」シリーズ第 3回目は、総領事館のジャパンイ

ンフォメーションセンターにて Sandra Mah 先生＇George 

S. Henry Secondary School，TDSB（と高崎麻由先生

＇Queen’s University（にお越しいただき、前回同様、各

校のプログラムをご紹介いただいた。発表者、関係者を

含め約 30 人の参加があり、質問の飛び交う大変活気の

ある情報交換会となった。 

  今後の活動予定としては、12 月に「継続」シリーズの

第 4 回目、来年には教師のための勉強会も計画してい

る。詳細が決定次第 CAJLE ウェブサイトおよびメーリン

グリストでご案内しますので奮ってご参加ください。

 
 

CANJAS (Canadian Network for Japanese Studies)：学術資源の共有を目指して 

 下野香織
か ば た か お り

 ＇アルバータ大学高円宮日本教育・研究センター所長（ 

  CANJAS(Canadian Network for Japan Studies: カナ

ダ・日本プログラムネットワーク)はアルバータ大学高円

宮日本教育・研究センターを事務局とし、カナダ国内の

6 大学の日本プログラムで 2005 年に設立された。

CANJAS は、学術資源、とりわけ日本研究者や院生の

遠隔講義や研究発表を中心に活動している。 

  カナダは国土が広く、トロント・バンクーバー地区を除

くと各大学間の距離が大きい。しかも、その中で日本プ

ログラム修士・博士課程を設けている大学となると数は

限られ、教員数も学生の数も多くない。そのような状況で、

幸運にもソニーからビデオ会議システムを寄贈していた

だくことになったのをきっかけに、研究者間そして学生間

の連携を図ろうと設立されたのが CANJAS である。2006

年 1 月には、高円宮妃久子殿下をアルバータ大学にお

迎えし、カナダと日本の学術分野での連携についての

ご講義が 6 大学にビデオ中継された。その後も、毎年 4

〜5回遠隔講義が行われている。今年は既に 10月 1日

にアルバータ大学からの発信で、コロラド大学准教授ケ

ラー・キンボロー氏による 17世紀の小浄瑠璃についての

講義が中継された。 

  CANJAS 参加校は設立時から尐々入れ替わりもあり、

現在のところアルバータ大学の他、東から、ビクトリア大

学、ブリティッシュ・コロンビア大学、カルガリー大学、トロ

ント大学、コンコルディア大学、そしてセント・メアリーズ

大学の計 7 校である。ビデオ会議システムの機能上、同

時に中継できるのは 6 ヶ所に制限されるのだが、上記 7

大学がいつも参加するわけではなく、今後参加校の増

加と講義の定期化が望まれる。また、ビデオ会議システ

ムも年々変化してきており、システムのアップデートなど、

テクノロジー面でのサポートシステムの連携も必至になっ

てきている。そのような課題を抱えながらも、今後も時間

と経費の節約という意味では CANJAS の果たす役割は

大きく、参加大学内の先生方のご協力を得ながら、無理

の無い範囲での連携を続けて行きたい。詳しくは高円宮

日 本 教 育 ・ 研 究 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

<http://www.ptjc.ualberta.ca>をご参照いただきたい。 

http://www.ptjc.ualberta.ca/
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BCATML (British Columbia Association of Teachers of Modern Languages):  

Creating Connections! Conference 2010 

Wendy Yamazaki, Japanese Rep / BCATML Newsletter Editor (Seaquam Secondary School, BC) 

     On October 22, 2010 the BCATML 

(http://www.bcatml.org/) held its annual conference in 

Kelowna, BC. It was the first time in several years that 

the conference was held outside of the Metro Vancouver 

area. 

     The conference was kicked off the night before 

with a wine and cheese to allow teachers to socialize and 

relax. A lovely time was had by all of those who attended, 

sipping on the fine wines from the local vineyards. Miles 

Turnbull opened the main event with his keynote address, 

Literacy and critical thinking: Creating Connections for 

language teachers. Many workshops were offered, with 

teachers of French, Spanish, German, and Japanese 

sharing their ideas and expertise with their colleagues. Of 

the Japanese workshops, Cathrine Conings (Burnaby, 

BC) shared her activities related to cooking. Tom Carlson 

(Kelowna, BC) presented a lively workshop on teaching 

Japanese through movement and song. Ayumi Nagatomi 

(Alberta Education) introduced JF Standard for 

Japanese-Language Education and Satoko Hashigasako 

(Vancouver, BC) shared her experience of holding a 

Harumatsuri in her school. 

     Overall, we received positive responses from all 

those who attended. We look forward to seeing everyone 

at next year’s conference!  

 

 

2009 年年次大会で、日本語教育機関の連携がうまくいっている例としてアメリカ・オレゴン州が挙げられました。同州日本

語教師会会長より、教師会の構成メンバーや勉強会について紹介していただきます。― 編集部 

 

ATJO (The Association of Teachers of Japanese in Oregon) 

Sandra Garcia, President of ATJO (Forest Grove High School and Pacific University) 

graysp@pacificu.edu 

 

    I was honored when asked to share a little about what 

activities the ATJO has been involved with this last year 

and introduce the board. The current board consists of two 

university professors, a community college instructor, 

three public high school teachers, an immersion middle 

school teacher, and an immersion high school teacher. We 

try to have our board represent our membership (high 

school, middle school, university, elementary) so we can 

better address articulation and collaboration.  

    ATJO continues to support Benkyoukai, which is a 

group of Portland-area teachers that meet once a month to 

study and work together on the teaching of Japanese 

Language and related issues. It is a great networking time. 

There is also a new group that is starting up in the Eugene 

area for which I am very excited. In the past Benkyoukai 

held a once-a-year, one-day benkyoukai. But, this past 

year with support from Pacific University of Forest Grove 

and the Japan Foundation ATJO/Benkyoukai organized 

and conducted a series of 6-one-day workshops based on 

the book, Doraemon no Dokodemo Nihongo with a 

co-author Noriko Fujimoto Vergel being a guest lecturer 

for one session. Due to the success of that workshop, this 

http://www.bcatml.org/
mailto:graysp@pacificu.edu
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school year we are conducting a series of seven, Saturday 

workshops on technology.  

    Besides workshops, ATJO continues to create and 

maintain a quarterly newsletter with a focus on reaching 

out; networking and advocacy in order to help to keep the 

Oregon Japanese teachers well informed and to provide 

support materials.  In an effort to go green, we now send 

our newsletter to members electronically.   

    This last year we changed the website for Japanese 

teaching professionals in Oregon to a ning website, 

http://atjooregon.ning.com/. We are still experimenting 

with this to see how to best use this format. But, now ning 

started charging a fee for the website, so we might 

investigate other possibilities. 

    ATJO also does co-sponsor several events 

throughout the year; they include the speech contest of the 

Counsel General and the Toyama Speech Contest. Staring 

this year we are also working with the Shokokai of 

Portland to run a Hannichi-homestay program (small 

groups of students visit a Japanese family for half a day) in 

the fall and a Kaisha-homon (More proficient students job 

shadow a Japanese business person) program in the spring. 

The Association also serves as a liaison between the 

Japanese teachers in Oregon, Confederation in Oregon for 

Language Teaching (http://cofltoregon.ning.com/) and the 

national organizations as well as provides presenters for 

the COFLT-state conferences. 

 

 

学会・研修会情報 

 

世界日本語教育大会（ICJLE2010）に参加して 

有森丈太郎 

 

 7月 31日から 8月 1日にかけて台北市の政治大学に

おいて世界日本語教育大会＇ICJLE2010（が開催されま

した。参加者が 1,200 人を超える大規模な大会で、4 つ

の基調講演、8つの特別講義、2つのシンポジウム、500

を超える研究発表と、非常に充実した内容でした。 

私は今回、CAJLE の代表としてグローバルネットワー

ク代表者会議とシンポジウムに参加しました。このグロー

バルネットワークというのは日本語教育学会内に事務局

を置く、日本語教育の実践活動と学術研究の発展と活

性化を図るためのグループで、世界各国の日本語教育

関連団体で構成されています。現在、日本、台湾、中国、

香港、韓国、オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ

の 9 つの国と地域の学会や教師会が加盟していますが、

今回はオブザーバーとしてタイからの参加もありました。

これまでは ICJLEでの各国の近況報告や意見交換を主

な活動としてきましたが、さらに一歩進んでネットワーク

を生かした具体的な活動に取り組むことになり、グロー

バルネットワーク内でテーマ別に 2つのグループが結成

されました。1 つが「中等・高等教育における日本語教

育」グループ、もう 1 つが「日本研究と日本語教育のクロ

スロード」グループです。シンポジウムではこのグループ

がそれぞれパネル・ディスカッションを行い、向こう 3 年

間のアクションプランについて話し合いました。私が参

加した「中等・高等教育における日本語教育」のディス

カッションでは、中等教育と高等教育のアーティキュレ

ーションの確立を目標に据え、国際交流基金と協力して

日本語教育スタンダードに基づいた日本語教育機関の

プログラムの記述を行い、その情報を共有できる体制づ

くりに取り組むことになりました。これを将来的に広くアク

セスが可能なデータベースに発展させることができれば、

例えば学習者が高校から大学へ進学して日本語学習

の継続を希望する場合に自分にあったプログラムを選

択するための助けになり、より効率よく学習を続けられる

ようになります。教師にとっても自分の学生・生徒がこれ

http://atjooregon.ning.com/
http://cofltoregon.ning.com/
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までどのように日本語を勉強してきたのか、これからどの

ような可能性があるのかを把握する助けとなります。一

方、「日本研究と日本語教育のクロスロード」のディスカ

ッションでは、日本語は話せるが日本についてはよく知

らない学習者を生み出しているという現状が指摘され、

コンテントベース・インストラクションの重要性、日本研究

の専門家との連携の可能性、教材の共同開発の例など

が話し合われました。 

運営面に話を移すと、先述のとおりこの大会は非常

に大規模なものだったのですが、にもかかわらず温かみ

のある、手作り感が溢れるものでもありました。そのような

雰囲気を作り出していたのは、200 人はいたのではない

かと思われるボランティアの学生諸君です。随所に貼り

紙ではなく学生さんが待機していて、率先して道案内を

してくれたり、ちょっとした質問にも流暢な日本語で丁寧

に答えてくれたりと、本当によく働き、和気藹々としてい

る彼らを見ているとこちらも気分爽快、疲れが癒されまし

た。彼らだけでなく、実行委員会の皆さんをはじめ、大

会の運営に関わった方々の参加者に対する気遣い、心

遣いがいたるところに感じられ、気持ちよく過ごすことが

できた 2 日間でした。来年の ICJLE は中国の天津外国

語大学での開催が決定しています。どのような大会にな

るのかとても楽しみです。 

 

 

Languages Without Borders 2011 – A Great Conference for Japanese Language Educators 

Sarah Du Broy, Communications and Publications Officer, CASLT 

    The Canadian Association of Second Language 

Teachers (CASLT) is once again hosting its Languages 

Without Borders (LWB) national conference for second 

language educators to be held on 7-9 April, 2011 at the 

Hilton Montreal Bonaventure Hotel. This is a unique 

opportunity for Japanese language educators, particularly 

those from Central and Eastern regions, to share 

innovative teaching strategies with like-minded 

professionals. 

    LWB brings together language experts from across 

the country to discuss the important trends and issues 

surrounding linguistic and cultural diversity in Canada. 

LWB gathers over 600 second language educators of 

Japanese, English, French, Spanish, German, Chinese, 

Ukrainian, First Nations Languages, and American Sign 

Language, among others, representing every province 

and territory. 

    LWB is a great opportunity for Japanese language 

teachers to connect with colleagues, researchers, 

exhibitors, and dignitaries from across Canada and 

around the world. Participants will discuss on topics of 

interest to Japanese language educators. 

    The theme for LWB 2011 is Perspectives and 

Innovations. The programme strands include: 

• Effective Practices in Second Language Pedagogy 

• Integrating Culture and Intercultural Understanding 

in Second Languages 

• Assessment and Evaluation Approaches 

• Student Learning Benefits and Opportunities 

• Professional Learning Pathways 

    For updates on exhibitor and sponsorship 

opportunities or to register as a participant, please visit 

www.caslt.org often. If you have any questions about 

CASLT’s LWB conference, please contact Mihaela Vieru, 

the Events and Special Projects Coordinator, by email: 

mihaelavieru@caslt.org or by phone: 1-877-727-0994. 

 

 

http://www.caslt.org/
mailto:mihaelavieru@caslt.org


CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 41 号 

 

 

16 

学校紹介 

 

ケベック州 ラヴァル大学 

                                                       溝江
み ぞ え

達英
たつひで

 

 ラヴァル大学はケベック州の州都ケベック市にある北

米最古のフランス語圏の大学です。教員数約 2,500名、

学生数約 45,000 名、380 を超える多種多様な教科を揃

える総合大学です。文学部管轄の下にÉcole de langues

＇語学学校（が併設され、英・独・仏・西・露・中・越・日・

アラビア語の 9 ヶ国語が学べます。日本語は日本語初

級 1、2、中級 1、2、そして上級 1、2の全部で６クラスあり

ます。各クラスは 27人定員で、秋学期には初級 1、中級

1、上級 1が、冬学期には初級 2、中級 2、上級 2が開講

されます。また夏学期には初級の 1 と 2を 6週間かけて

教授します。午前 3 時間は文法を週 5 日、午後 2 時間

は文化アクティビティーを週 4日という密度の濃いプログ

ラムで、毎年 30 人以上の募集がある目玉講座です。外

国語科目は日本語も含め１学期は 1コマ 3時間×15週

の配分で成り立ち、中間と期末試験＇それぞれに口頭、

筆記試験（を経て、3 単位が与えられます。4 つのクラス

を連続受講し 12単位に至るとミクロプログラムという学位

が与えられます。このように学習継続を促すプログラム

作りが着実に実を結び、登録人数は拡大の一途をたど

り、2000 年度は 131 人だった学生数が 2009 年度では

275 人にも増え、登録人数順で言うと、日本語が英語、

スペイン語、ドイツ語の次に人気のある言語として位置

づけられるまでに飛躍しました。 

 連続性を促すミクロプログラムの効果と、教師自身が

言葉を教える過程から湧き出る付加価値を見逃さず積

極的に生徒に体感させ続けてきたことが、生徒数増加を

生み続けている要因と考えます。授業にはできるかぎり

日本からの交換留学生を呼んで交流させ、その取り組

みが結果的に、隣の学生と母語ですらコミュニケーショ

ンがうまく取れない現代の内気な若者の心を開くきっか

けになっていると確信するに至りました。外国語であるか

ら大胆になれる付加価値を積極的に活用し、日本語を

通して友達を作ることを教えることで、クラスを一丸にし、

仲間が継続するから自分も継続するという環境を育てて

います。クラスに来たら同じ目的に向かう仲間に会えると

いう付加価値を織り込ませる試みが、他の外国語から日

本語クラスを差別化する要因となり評価を得ています。

 

ノバ・スコシア州 ハリファックス日本語補習校 

養老
よ う ろ う

宏美 

 毎週土曜日朝9時10分。ハリファックスのダウンタウンか

ら車で10分ほどのスーパーマーケットの2階にあるコミュニ

ティールームに日本語の教科書を抱えた子供たちが登校

してきます。先に来ている教師や保護者は、子供たちが

教室のドアを開けるたびに「おはよう」「おはようございま

す」と声をかけ、生徒に日本の習慣を学ばせます。9時15

分からいよいよ授業開始。子供たちは席に着くと宿題を

提出したり、その日の課題を始めたり、教師の読み聞かせ

る絵本に夢中になっています。 

 アトランティックカナダ最大の都市ハリファックスはイギリ

スの香りを残した美しい港町です。人口の大半はイギリス

系及びフランス系カナダ人からなり、地理的な関係もあっ

てか日本人の比率は人口に対してそれほど高くありませ

ん。アジアの文化を感じることの尐ない環境にはあります

が、各家庭での日本語学習への取り組みは目覚しく、行

き届いた家庭学習や、小学校に上がる以前の年齢の子

供たちに対してプレイグループなどで日本語に慣れ親し

む環境を作るなどの取り組みも行われています。そういっ

たなか約10年前、有志の日本語学習グループが、子供た

ちにより良い学習環境を提供すべく、当時子供クラブと呼
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ばれていたグループを改称し先生一人と生徒二人からな

る教室が設立されました。その後、その生徒たちが小学

校に入学するとともに日本語教室はハリファックス日本語

補習校として国に認可され、それ以来毎年新しい生徒を

迎え現在の生徒約10人から15人の規模の教室となって

います。 

 補習校では、日本語を好きになる、日本の文化を学ぶこ

とを主な目標とし、学期ごとに運動会や図工教室、音楽

会や書道教室などを企画し、子供たちに色々な側面から

日本語に親しんでもらう環境を作っています。カナダ現地

校では見られない運動会の玉入れ競争や書道体験は特

に生徒たちに人気があり、これからも続けていくべきだと

考えています。ハリファックス補習校ではこういった行事を

含めて教師と父兄が一体になって学校を運営していると

ころがとても大きな魅力だと感じています。生徒の人数が

比較的尐ないため、個々の生徒の日本語の段階に沿っ

た指導や行事の開催、また父兄と教師の密な連絡が実現

できるのもこの補習校ならではではないかと思います。そ

うした意見交換をもとに、海外子女教育振興財団より支給

される日本の教科書に加えて、絵本や手作りカード等を

併用してより効果的な学習方法を模索しています。また次

の10年に向けてさらに子供にとって日本語を楽しく話せ、

学べる場所として、また父兄には子供さんと一緒に日本

文化への理解をより深められる場として、より良い教育を

提供していけるような補習校でありたいと考えています。 

 

 

リレー随筆 

 

 不思議な「自炊」  

楊
ヤン

 暁捷
ショオジェ

 ＇アルバータ州 カルガリー大学（ 

  前回の「リレー随筆」で、下野香織先生はフランス滞

在秘話を交えて、「以言伝心」を興味深く書かれた。リレ

ーのご指名をいただいたので、それに賛同しつつ、あえ

て逆説の一例を取り上げてみよう。結論から言えば、並

大抵の言語知識を持っていても意味を伝え切れず、首

を傾げて苦闘せざるをえない、そのような笑うに笑えな

い一つの言葉の光景である。 

  「自炊」という言葉、もちろん知っていると高を括ること

なかれ。ここでいう「自炊」とは、食事や料理とはいっさい

関係ない、さらに言えば今時のデジタル環境の応用の

一こまであり、この言葉の使い方そのものには、日本語

表現の無規制な増幅と、社会生活における日本人の道

徳的な自制が象徴的に現われていると言えば、どなた

かすでにピンときただろうか。 

  まず、「自炊」の内容から説明しよう。「自炊」とは、パ

ソコンなどで読む電子書籍を自分で作成するという、一

つの新しいプロセスを指す。具体的には、本屋から書籍

を購入してきて、それをページがばらばらになるように裁

断し、スキャナーに掛けて PDF などのフォーマットの電

子ファイルに作成する。なおこのような作業の最大の理

由は、本の保管と書斎スペースの確保にあるので、「自

炊」を終えた書籍のページは廃棄される運びとなる。注

目してもらいたいのは、このような「自炊」とは、一部の極

端な愛好者しか手を染めない行動ではないことだ。これ

まで多くのメジャーな新聞が特別に記事を組んで取り上

げている＇「朝日新聞」8月 19日、「産経新聞」9月 25日、

「読売新聞」9 月 27 日、など（。さらに、巷では「自炊」す

るためのスキャナー、はたまた専用の書籍裁断機が売ら

れ、インターネットでは「自炊」請負の有料サービス＇一

冊 100円が相場だとか（の広告が打たれている。 

  ここでは、まず社会生活としての「自炊」の文化的な

側面を眺めてみよう。「自炊」という行動が行われる理由

は、いうまでもなく日本の電子書籍環境にある。すなわ

ち書籍を電子の形で購入、閲覧、保存といった技術的

な手段が確保された今、これに対する需要が確実に存

在しているにもかかわらず、 出版社などは、さまざまな
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理由によって、電子出版には頑として取り掛かろうとしな

い。一方では、読者の人々はなんらかの方法で電子出

版や流通を後押しするのではなく、在来の書籍を購入し

て、電子化を各自の手で仕上げてしまうという形で対応

した。この方法は、電子の媒体の根本的な特徴＇複製や

流通の利便性（を無視し、各自でデジタル化するという

途轍もない無駄を厭わない遠回りなものだ。この行動自

体は、一つの意思表現である。その裏には、一種の文

化的な矜持が伴っていよう。「自炊」を謳う議論は、電子

データの流通どころか、その交換や再利用などにはけ

っして触れない。電子メディアにおける著作権のことに

不確定なところがあるかぎり、それとはいっさい関わらな

いところに立場を持ち、書籍を実際に購入して、それ相

応の代償を支払った物理的な証拠を手にしたことで、著

作権侵害のような非難はけっしてさせないという潔癖志

向が、ここから否応なしに見受けられる。 

  話を言葉の領分に戻そう。一つの新語として、「自

炊」はまさに不思議だ。まずは確認しておくが、電子書

籍の手作りを指すこの言葉の構成は、まったくのデタラ

メでもない。その由来は、書籍から電子データを「自」分

で「吸い」あげることにあったとされる。ただ、この場合、

それが「自吸」でもな ければ、「ジスイ」でもないことが、

ミステリアス。考えてみよう。これまで存在しなかったこと

を言い表すために、それに対応する表現が必要となり、

新しい言葉が誕生する。それにはおよそ三つのあり方が

考えられる。既存の言葉の流用、言語ルールに沿った

活用、そしていっさい存在しなかった言葉の創出である。

それぞれ実例を挙げてみよう。既存の言葉の流用は一

番多く、たとえば携帯電話を指して「電話」が用いられ、

やがてこれが普通になって、在来の電話が「固定電話」

と修飾的な工夫を施さざるをえない。これに対して、二

番目のものは言語ルールに沿った活用があり、言葉の

活用が魅力的で知的な要素が多い。最近気づいた例

で言えば、「就職活動」が短縮して「就活」となり、これに

習って「婚活」が語られ、やがて今時の若者の気質を表

わすものとして「恋活」が造られる。三番目は一切存在し

なかったものを編み出すもので、「KY」などがまさにその

典型だ。以上の形で新語のありかたを捉えるものならば、

「自炊」はそのどれにも当てはまらない、まさに特殊なも

のだ。一つの新しい出来事を指しながら、すでに存在し

ていて、頻繁に使われ、かつ意味の関連がまったくない

言葉を用いる。しかも、これをもって電子書籍の自作を

意味させても、食事を自分で作るという言葉になんらか

の影響を与えようとするわけではなく、それと区別を持た

せようともしない。一種の言葉の乱暴な応用だとされても

やむをえない、言葉のありかたとして、はなはだ異様なも

のだと言えよう。 

  裁断され、スキャナーに掛けられ終わったページの

集合は、書籍の変わり果てたもので、もはや書籍とは言

えない。だが、それがちり紙として捨てられるのではなく、

束ねられて古本屋に流されるとウワサに聞く。つねに電

子書籍に惹き付けられている筆者ではあるが、「自炊」と

いう名の、本を裁断することから始まる、本とは言いよう

のないこの極端な付き合いには、どうしても拒絶感を禁

じえない。これなど、ただの愚痴にしか聞こえないのだろ

うか。 

  つぎの「リレー随筆」は、ヨーク大学の矢吹ソウ典子

先生が快くバトンを引き受けてくださった。いつも学会で

刺激の多い発表を聞かせてくれるが、どのようなことを書

かれるのか、いまから楽しみにしている。

 

執筆者のプロフィール - 楊暁捷＇ヤン・ショオジェ、X. Jie YANG（。京都大学文学博士＇1989 年（。トロント大学での一年

の非常勤＇初級日本語と古文担当（を経て、1991年からカルガリー大学に勤務。研究のテーマは、絵巻を中心とする日本

中世文学。電子メディアを用い、そこからヒントを拾う古典研究を試みる。また、ときどき本題とかなりかけ離れたことも取り

上げて、ブログ「絵巻三昧」を更新している。 
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教材紹介 

 

習った文法を自然な会話で練習させたい。もっと色々なリスニング練習がほしい。今回はそんな現場の声に応える教材、

『日本語生中継・初中級編１』をご紹介します。 ― 編集部 

『聞いて覚える話し方 日本語生中継・初中級編１』 ボイクマン総子・宮谷敦美・小室リー郁子共著 

井坂由紀子＇アルバータ大学（ 

  この本は、タイトルの通り、私たちが普段使っている自

然な日本語を提示することで、学習者の聞き取り・会話能

力を引き上げることを目的としている教材です。対象は、一

通りの初級文法項目を習得した学習者以上で、様々な場

面での自然な会話が再現されています。日本人同士の日

常会話において、初級教科書に出てくるような日本語で常

に話す日本人は、先ずいません。教科書と実際の会話の

ギャップというのは、多くの初級を終えた学習者たち、教師

たちが直面するものだと思います。このテキストは、そのよ

うなギャップを埋める手助けをしてくれる教材です。 

  各課の構成は「ウォーミングアップ」で必要な語彙の確

認をし「聞き取り練習」「ディクテーション」などがあり、「重要

表現」、それを使った練習、「もういっぱい!?」で追加語彙を

学び、「ロールプレイ」という流れになっています。文法項

目の積み上げ式ではなく、場面・機能別に各課が構成さ

れていて、どの課からでも始められるようになっています。

中上級の会話クラスの主教材として使うこともできますし、

初中級の学生を対象に、他の教材で学習した文法項目の

定着を図るのにこの教材を取り入れるなど、様々な使い方

ができると思います。また、CD に収録されている会話全て

のスクリプトが付いているので、教師にとっても使いやすい

ですし、独学の学習者にも適していると思います。 

  日本語は、場面と相手によって話し方が大きく変わる言

語です。このテキストは、場面設定を明確にすることで、場

面、人間関係に応じて言葉を使い分ける練習が毎回でき

る作りになっています。また、敬語の使い方に関しても、他

の初級教材によく見られるような単語レベルでの敬語の指

導ではなく、場面に応じた包括的な敬語の使い方を指導

することができます。初級の総合的な復習や聴解・会話力

の強化に役立つ素晴らしい教材だと思います。 

 

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 

 

 

CAJLE 掲示板 

 

各部署からのお知らせ 

開発企画部より 

2010年度は次の団体・企業からシルバースポンサーと

してご支援をいただきました。 

 

 

-日系女性企業家協会  

-バンクーバー新報 

-Wenco International Mining Systems Ltd.  

-Kinokuniya Bookstores of America Co., Ltd. 

 

mailto:CAJLE.PR@gmail.com
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CAJLE 2010 年次総会議事録 

書記 畔上
あぜうえ

ラム智子 

 

日時：2010年 8月 13日＇金（ 5：00-6：00 p.m. 

場所： UBC Asian Centre Auditorium,1871 West Mall, 

UBC, Vancouver B.C. V6T 1Z2 

開票： 会員実数 80名のうち総会主席者 19名、委任状 25

名分。合計 44 名で会員実数の 10％を満たすことにより、

総会が成立した。 

総会成立宣言[ラム智子] 

1. 会長挨拶 [大江都] 

2. 議長選出：大江会長により下條氏が議長に指名され

た 

3. 議事進行：下條氏により下記の議題が進められた 

4. 2009年度 年次大会及び総会の報告を含め書記の報

告 ［ハウ博美］ 

昨年の年次大会は、「これからの日本語教育を考える：教

師間、教育機関の連携を目指して」というテーマのもとで 8

月 15 日から 16 日までの 2 日間、国際交流基金トロント日

本文化センターで国際交流基金の援助のもとで開催され

た。本大会では、日本語教育関連分野から講師 2 人を迎

え、教師研修が行われた。また、様々な年齢層、教育機関

における 18 本の研究論文発表やパネル・ディスカッション、

教材展示販売などが繰り広げられ、大会参加者は 2 日間

でのべ 100 名あまり、カナダ国外からは日本、アメリカ合衆

国などからの参加者があった。懇親会夕食会は、トロントの

チャイナタウンで行われ、多数の参加者を迎え盛大な交流

会となった。8 月 15 日に行われた 2009 年度の総会では、

各担当の代表理事から、それぞれ 1 年間の活動報告が、

オンタリオ部会、アトランティック部会からは、活動報告と共

に問題点やこれからの展望が報告された。また、2009年度

の理事･役員に関しては、会長の大江氏より全員継続との

報告があった。 

 

5. 各部署における 2009年度＇2009-2010年（の活動、及

び 2010年度 (2010-2011年)活動予定の報告  

広報 ＇ニュースレター、ウェブサイト（［青木恵子］ 

2009年 12月と 2010年 6月にニュースレターを発行した。

ま た 、 CASLT(The Canadian Association of Second 

Language Teachers)とのパートナーシップにより、お互いの

ニュースレターにそれぞれの機関の紹介文を寄稿すること

になった。CASLT 会員向け CAJLE 年次大会参加のため

の旅費援助金を、CASLT に代わって案内、分配などをし

た。 

 

開発企画 [西島美智子]   

CAJLE の広報活動として非会員リストのアップデートを行

い、ニュースレターや年次大会のお知らせを流した。ワー

クショップなどの企画、支援では、2009年 8月 29日に、国

際交流基金トロントとの共催により、トロント日本語教育レク

チャー•ワークショップのための企画、支援を行った。この催

しの詳しい報告は、CAJLE ホームページに掲載済み。こ

れを機に、以後のトロント地区における催しの企画•実施は、

オンタリオ部会で行うこととなり、資金的な援助に関しての

み、開発企画が承認を行うこととなる。これ以外には、ワー

クショプ支援の申請はなかった。スポンサー開発において

は、昨年は、トロントの日系企業に焦点を当て、3 社に

CAJLE スポンサーとしてご支援を頂いた。今年は、年次大

会がバンクーバーで行われることを考慮し、スポンサーメニ

ューを新たに作成して、BC 州における日系企業に支援を

呼びかけた。8月 13日現在で、4つの団体および企業がス

ポンサーとなってくださった。今後は、カナダにおける日本

語教育のためにCAJLEが支援できることを考え、そのため

に必要な資金援助を、より広い角度から検討していく予定

である。 

 

発表企画 ［有森丈太郎］   

募集： 昨年 11 月から今年 3 月にかけて、さまざま

な媒体で研究発表を募集した。 

応募： 応募総数 65本であった。 

選考： 応募者を匿名にした上で発表企画担当 3名

が要旨を 5点満点でそれぞれ評価し、発表枞を 24から 36

に拡大し採否を決定。国別の内訳はそれぞれ、日本から
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15本、米国から 10本、カナダから 8本、香港から 2本、台

湾から 1本、韓国から１本＇後にキャンセル（であった。 

 

ジャーナル編集［下條光明］ 

2007 年のジャーナル 9 号発行以来、ジャーナル発行が滞

ったが、昨年発行の 10号に続き今年の大会に配布するべ

く 11号を発行することができた。今年の委員会では大江氏

に代わり小室リー氏が委員に加わってくださり、チャウ氏、

有森氏、下條の 4名で編集に携わった。今年発行の 11号

には合計 8 編の論文投稿があり、査読審査の結果採用 1

篇、不採用 2 編、修正・再投稿が 5 編となり、掲載は寄稿

論文 4編、採用論文 1編となった。11号の査読協力者は、

ジャーナル査読委員 6名を含む 17名で、論文 1篇につき

2名による匿名査読を行った。次号 12号も 11号同様に大

会講師による寄稿、および投稿論文の審査をへて掲載す

るものとする。 

 

6. 各部会における 2009 年度の活動、及び 2010 年度の

活動予定の報告   

オンタリオ部会 ［小室リー郁子］  

2009年 8月 トロント日本語レクチャー·ワークショップ(国際

交流基金、トロント新移住者協会との共催)、2009 年 12 月 

「日本語学習を継続させる：高校から大学、カレッジへ」

＇CAJLEと国際交流基金共催（。2010年度は、既に 6月に 

「日本語学習を継続させる：高校から大学、カレッジへ」シリ

ーズ 2＇CAJLEと国際交流基金共催（、8月には CAJLE主

催でトロント補習授業校の矢木信男校長をお迎えし、「海

外における国語教育の変遷とこれから～ロンドン、カラカス、

高雄、そしてトロント～」と題した講演会を国際交流基金ト

ロント日本文化センターにおいて開催した。9 月には「日本

語学習を継続させる：高校から大学、カレッジへ」シリーズ

3、12 月には同シリーズ 4 を予定。オンタリオ部会のメーリ

ングリストを開設(YahooとGoogle グループ)、さらに地元の

日本語教師間でのコミュニケーションを図る為の Yahoo グ

ループを開設。 

 

アトランティック部会 ［大江都 ］ 

   特に活動はなし 

7. 2009 年度会計報告及び 2010－2011 年予算案［竹井

明美、 杉本陽子］  

＇23ページ を参照。（ 

昨年度の会計報告と本年度の会計予算案は総会全員一

致で承認された。 

    

8. 理事改選［大江都］ 

１（大江会長より 5名の辞任理事が発表された。辞任理事：

西島美智子、杉本陽子、高崎麻由、 室屋春光、ハウ博美 

２（10 名の継続の意を示す理事＇青木恵子、畔上ラム智子、

有森丈太郎、伊東義員、ウッド弘枝、大江都、小室リー郁

子、下條光明、竹井明美、チャウ·レベッカ（が大江会長か

ら発表され総会出席者により承認された。 

3) 推薦された 4 名の新理事候補＇下野香織、柴田智子、

白川理恵、永富あゆみ（が発表され総会出席者により承認

された。 

4) 新理事の確定報告：2010－2012 年度の理事は青木恵

子、畔上ラム智子、有森丈太郎、伊東義員、ウッド弘枝、

大江都、下野香織、小室リー郁子、柴田智子、下條光明、

白川理恵、竹井明美、チャウ·レベッカ、永富あゆみ＇50 音

順（の 14名に確定。 

 

8. ICJLE 2010 参加についての報告 ［有森丈太郎］ 

 ＇14 ページ「世界日本語教育大会(ICJLE2010)に参加し

て」報告記事を参照。（ 

・向こう 3年間にわたってGN加盟団体が取り組むプロジェ

クトが検討され、次のようなアクションプランが提案された。 

a．中等・高等教育における日本語グループ＇テーマ：アー

ティキュレーションの確立（ 

アメリカ代表の當作靖彦先生をリーダーに、向こう3年で JF

日本語教育スタンダード、CAN-DO Statement を 

活用し、各教育機関のプログラムを記述し、データベース

または冊子等にまとめて情報共有の体制を作ること 

で、アーティキュレーションの土台作りを行う。 

 b．日本語教育と日本学のクロスロードグループ 

言語と文化を同時に学べるような教科書の開発など意見

は出たものの、具体的なアクションプランの提示には 

至らず。今後、日本代表の尾崎明人先生をリーダーに議
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論を継続する予定。 

 

9. CASLT＇Canadian Association of Second Language 

Teachers（との連携についての報告 ［西島美智子］ 

 今年 6月に発行した CAJLEニュースレターにこれまでの

経過報告を載せたので、ご参照いただきたい。簡単にまと

めると、CASLT と CAJLE は、昨年トロントにおける年次大

会の時より、協力関係への話し合いが進み、お互いのニュ

ースレターへの記事の掲載などを行った。今年に入って、

両団体の間でさらに話し合いが進展し、提携団体となるこ

とが、双方の理事会で承認された。来月 9月 23−24日にウ

ィニペグでおこなわれる CASLT総会に、CAJLE会長が招

待され、そこで正式な調印が行われる予定である。 

 すでに、CAJLE 会員は、提携団体の会員と認められ、

CASLT 会員となるための割引が適用されている。さらに、

この CAJLE2010 大会に遠方より参加する CASLT 会員へ

の旅費援助として、$1,000の支援金を受けた。 

 これまでの交渉は西島が中心となって行ってきたが、以

後 CASLT との連絡は大江会長及び広報の青木氏が行っ

ていく。 

 

10. その他 

2009 年の総会議事録の 2 ページ目、ジャーナル編集から

の報告で「尚、ジャーナル販売は新一部$20、旧号$10 と

する」を「尚、ジャーナル販売は一部$20、9 号は$10 とす

る」に訂正。 

 

11. 閉会の辞 ［大江都］

 

 

 

2009年度年史 主な活動と内容（2009年6月～2010年5月） 

書記 畔上
あぜうえ

ラム智子 

 

2009年 

 

6月 ニュースレター38号発行 

 年会費、大会参加費などのクレジットカードによる支払いが可能となる。 

7月  大江都会長がCAJLEの代表（カナダ代表）としてオーストラリアのシドニーにおいて「2009年度豪州日本研究大会・日本語教育国際研修 

         大会 (JSAA-ICJLE 2009) に参加。 

8月  ジャーナル10号発行 

8月14日  大会前理事会 (Ontario Institute for Studies in Education, Room 7192)  

8月15-16日  CAJLE2009年度年次大会（国際交流基金トロント日本文化センター）。後援：国際交流基金及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。 テーマ：「これからの日本語教育を考える－教師間・教育機関の連携を目指して」 

8月29日 オンタリオ部会 日本語教育レクチャー＆ワークショップ (国際交流基金トロント文化センターとNJCA共催)  

         「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－」、「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－」 講師：根津誠 

10月  CAJLE 2010年次大会がブリティッシュ・コロンビア大学に正式決定 

12月  ニュースレター39号発行 

 

2010年 

4月 CASLT (Canadian Association of Second Language Teachers) との提携が全理事により承認される (正式調印は同年9月予定) 
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国際交流基金コーナー 

 
新しい日本語能力試験について 

齋藤典子＇ジャパン・ファウンデーション・トロント（ 

日本語能力試験は日本語を母語としない学習者の日本語能力を測定し、認定する試験として国際交流基金と日本国際教

育支援協会が 1984年に開始しました。試験開始から 25年以上の間に発展してきた日本語教育学やテスト理論の研究成

果とこれまでに蓄積してきた試験結果のデータなどを用いて日本語能力試験の内容を改定し、2010年から新しい日本語

能力試験＇新試験（を実施することとしました。今回は、新試験の 4つのポイントをご紹介したいと思います。 

 

１．コミュニケーション能力をより重視した試験になります 

新試験では、総合的な日本語のコミュニケーション能力を測ります。この能力は①日本語についてどのぐらい知っているか

と、②その知識を実際のコミュニケーションでどのぐらい使えるかからできています。 

 

2．レベルが 5段階に増えて、自分に合ったレベルが選べるようになります 

新試験には N1、N2、N3、N4、N5 の 5 つのレベルがあり、いちばんやさしいレベルが N5、いちばん難しいレベルが N1 で

す。旧試験は 4段階でしたが、新試験では新しくN3というレベルができ、5段階に増えました。新試験のレベルを旧試験の

級で考えると、以下の表のようになります。 

認定の目安と新旧レベルの対応 

レベル 認定の目安 新旧レベルの対応＇参考（ 

N1 
幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。 合格ラインは旧試験の 1 級とほぼ同じ。ただし、旧試

験の 1級よりやや高めのレベルまで測れるようになる。 

N2 

日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅

広い場面で使われる日本語をある程度理解することが

できる。 

旧試験の 2級とほぼ同じレベル 

N3 
日常的な場面で使われる日本語をある程度理解するこ

とができる。 

旧試験の 2級と 3級の間のレベル 

N4 基本的な日本語を理解することができる。 旧試験の 3級とほぼ同じレベル 

N5 基本的な日本語をある程度理解することができる。 旧試験の 4級とほぼ同じレベル 

 

3．日本語能力がより正確に測れるように、得点の出しかたが変わります 

 旧試験の得点は、素点でした。素点は、正答数、つまり問題に正しく答えられた数に、それぞれ決まっている得点をあた

えて計算しました。しかし、新試験の得点は素点ではありません。尺度得点という得点です。尺度得点は、いつの試験でも、

同じ能力だったら同じ得点で表します。いつの試験でも同じレベルの試験なら同じ尺度で計算します。 

 試験問題の難しさは、問題を作るときどんなに注意しても毎回尐しずつ変わります。前回よりも難しくなるときもありますし、

易しくなるときもあります。尺度得点のよいところは、いつも尺度が一定なので、問題が難しかったかどうかの影響を受けな

いことです。試験問題が難しくても易しくても、同じ能力ならいつの試験でも同じ点になります。反対に、素点は難しかった

かどうかの影響を受けやすいです。それで、素点よりも尺度得点のほうが、正確に能力が測れます。 
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 Ａさんの例を見てみましょう。同じ年の 7月と 12月に、N2の試験を受けました。これは、A さんの聴解の結果です。 

A さんの N2「聴解」の結果 7月 
12月 

＇7月より難しかった（ 

正しく答えられた数 20問中 10問 20問中 10問 

問題ひとつの点×正しく答えられた数＝ 素点  2点×10問 ＝ 20点 2点×10問 ＝ 20点 

尺度得点 20点 25点 

 

7 月は 20 問問題がある聴解の試験で、10 問に正しく答えました。12 月の試験でも 10 問に正しく答えました。正しく答えら

れた数はどちらも 10です。素点では、問題ひとつが何点かが決まっていて、その点に正しく答えられた数をかけて計算しま

す。たとえばこの聴解の問題がひとつ 2点だとすると、７月の素点は 20点です。12月の素点も 20点です。このように、正し

く答えられた数も素点も７月と 12月が同じなので、Aさんの能力には変わりがないように見えます。ところが、実は 12月の聴

解のほうが７月の聴解よりも難しい試験問題でした。ということは、正しく答えた数と素点が同じでも、実は、A さんは 12 月の

ほうが能力が高くなり、よくできています。しかし、正しく答えられた数と素点からはよくなった・伸びたことがわかりません。尺

度得点はどうでしょうか。7月の試験では 20点、12月の試験では 25点でした。A さんの能力が伸びたことがわかります。 

この例のように、尺度得点は、試験が難しかったかどうかの影響を受けません。能力を正確に得点に表します。それで、前

と比べて伸びたかどうかや、どのぐらい伸びたかがわかります。次の試験の目標も立てられます。 

 

4．日本語を使ってどんなことができるかがイメージしやすくなります 

新試験では、2011年 3月までに「日本語能力試験Can-doリスト」＇仮称（を発表します。このリストは、各レベルの合格者が、

日本語を仕事や勉強、生活のために使って、実際にどのようなことができると「考えているか」を、「読む・書く・聞く・話す」か

ら調べて、まとめたものです。新試験の試験科目に「話す」「書く」能力を直接測るものはありませんが、このリストを作るとき、

合格した人が「話す」「書く」について何ができると「考えているか」も調べます。それで、試験科目にはなくても、「話す」「書

く」ではどんなことができそうかも、わかるようになっています。 

 

新試験への変更に伴い、試験科目、試験時間や合否判定方法なども新しくなりました。新試験についてもっと知りたい方

は以下のサイトをご利用下さい。 日本語能力試験公式サイト： http://www.jlpt.jp/ 

The Japan Foundation, Toronto日本語能力試験: http://jftor.org/language/proficiency.php 

 

ＪＦ日本語教育スタンダード〜生涯・継続学習のための参照枠ツールの可能性〜 

永富
ながとみ

あゆみ ayumi.nagatomi@gov.ab.ca ＇アルバータ州教育省 国際交流基金派遣専門家（ 

 

 2010年もあとわずか。振り返ってみて、こんな場面はなかったでしょうか。 

 学生「あのう～、どのクラスに入ればいいでしょうか？」 

 教師「今までに日本語をどのぐらい勉強したんですか？」 

 学生 A「夏休みに日本で 9 週間の集中コースを受けました」 

 学生 B「高校で 3年間日本語を勉強しました」 

 学生 C「子どもの時、補習校に通っていました」 

http://www.jlpt.jp/
http://jftor.org/language/proficiency.php
mailto:ayumi.nagatomi@gov.ab.ca
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 プレースメント・テストを行ってみると、筆記試験はよくできているが、リスニングがだめで日本語がなかなか口から出てこな

い学生がいれば、口頭運用能力はあるが漢字がほとんど読めない学生もいる。それに、これまで使っていた教科書が違う

ので、うちの学生が知っている単語や表現が未習のようだ。ええい、まあ、このクラスに入れて様子を見るか・・。あれ、どうも

ついていけていないみたいで辛そうだなあ。えっ、日本語の勉強をやめたいって？！ もったいない。                                         

 言語の習得は一朝一夕にはいきませんから、生涯にわたっての継続学習をいかに助けるかは重要ですよね。でも、学習

者の多様化・移動の活発化が進むなか、スムーズな継続学習が難しくなっているのかもしれません。例えば、こんな学生を

思い浮かべてみてください。 

「日本語は『中級』レベルです。漢字や文法はＸという教科書で勉強しました。成績はいつも Aでした。」 

この学生は何年ぐらい勉強したのでしょうか。どのような評価基準で A をもらったのでしょうか。漢字や文法をいくつ「習っ

た」「知っている」のでしょうか。習ったことを使って日本語で何が「できる」のでしょうか。日本語で何が「できた」ら「中級」とい

えるのでしょうか。これらの質問の答えが、学生・教師・機関・州・国によって違うとしたら、学習者が移動する度に立ち止まり、

行き場を探し、まわりも右往左往することになりそうです。 

そこで、「日本語でこれができる。故に、この段階」というような、日本語能力の熟達度についての共通認識のためのツー

ルがあれば、継続学習の円滑化の一助となるのでは、と考えられます。そのようなツールの 1 つとして、ヨーロッパの言語教

育・学習の場で共有される枞組み、Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment ＇以下 CEFR（をご存じの方もいらっしゃるでしょう。人的移動を容易にする、経済活動を活発化させる、相互理

解を深めるという理念のもと、欧州評議会によって発表され、EU にも到達レベルを図るための基準として認められたもので

す。全体像を見ると、A1、A2、B1、B2、C1、C2 という 6段階の共通参照レベルになっています。 

Global Scale  http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html 

 

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html
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 ここカナダの第 2 言語学習者の間でも受験者の多いフランス語(DELF: Diploma in French Studies など)、スペイン語

(DELE: Diplomas of Spanish as a Foreign Language)、ドイツ語 (Goethe-Zertfikat)、中国語(HSK: Chinese Proficiency Test) 

などの試験も、CEFRのレベルと照合できるようになっています。 

ヨーロッパ地域のコミュニケーションと協力の必要性から生まれた CEFR ですが、様々な動機や目的を持つ学習者が世

界中に広がっている日本語教育においても、日本語教育関係者や学習者が参照できるような目標基準を持つことが重要

になってきています。国際交流基金が開発している「 JF 日本語教育スタンダード  ＇以下 JF スタンダード（

(http://jfstandard.jp/top/ja/render.do) 」は、 CEFR のレベルの考え方や言語熟達度に基づいて開発された、日本語教育・

学習をデザインするためのツールです。「課題遂行能力」と「異文化理解能力」の向上を目指した教育実践を行うことが大

切であると考え、実践支援のための具体的方法として、言語熟達度ごとに日本語でできることを‖Can-do‖＇〜できる（で示し、

「みんなの Can-do サイト(http://jfstandard.jp/cando/top/ja/render.do)＇以下、Can-do サイト（で提供しています。 同サイトでは、

言語を超えて活用できる CEFRの Can-doに加え、日本語のより具体的な言語活動例としての JF Can-do を提供していま

す。例えば……  

 

 

 このような共通の言語熟達度に基づいた「Can-do」を教育現場で使うことで、前述の学生A、B、Cが訪れた時、また、自分

の学生が他機関へ移動するにあたって受け入れ先の検討や受け入れ先とのやりとりをする時、学生自身が熟達度や目標

を自覚して学ぼうとする時、他機関と協働する時など、多様な学習者の目標設定や学習成果の評価をより効果的に行うこと

ができるのではないでしょうか。 ウェブサイトの他、 国際交流基金のガイドブック『ＪＦ日本語教育スタンダード 2010: JF 

Standard for Japanese-Language Education 2010 User’s Guide』『ＪＦ日本語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック』で詳

しい情報をご覧ください。 

 

日本語教育関連 イベントカレンダー 

 

2010 年 

12 月 2 日（木）～11 日（土）  

『京都日本庭園写真展』/Kyoto Garden Photo Exhibition in Montreal 

 在モントリオール日本国総領事館５０周年記念写真展 『日本の庭園：四季の京都の庭』   

 モントリオール市庁舎内ホール/ Montreal City Hall 

    

12 月 5 日（日） 日本語能力試験 Japanese Language Proficiency Test  URL: http://jftor.org/language/proficiency.php 

▶ Toronto: ヨーク大学 York University  

Address: c/o JLPT, 4700 Keele Street, Toronto, Ontario M3J 1P3 

URL: http://buna.yorku.ca/jlpt/ 

http://jfstandard.jp/top/ja/render.do
http://jfstandard.jp/cando/top/ja/render.do
http://jftor.org/language/proficiency.php
http://buna.yorku.ca/jlpt/
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▶ Edmonton: アルバータ大学  U of Alberta, Prince Takamado Japan Centre for Teaching and Research 

 Address: 311 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, Alberta T6G 2H8 

URL: http://www.ptjc.ualberta.ca/JLPT.cfm 

▶ Vancouver: キャピラノ大学 Capilano University   

Address: 2055 Purcell Way North Vancouver, BC V7J 3H5 

URL: http://www.capilanou.ca/programs/languages/japanese/jlpt.html 

 

12 月 9 日（木）～12 日（日） カナダ巡回日本映画祭 トロント/Japanese Film Screening in Toronto 

 ブロア・シネマ / Bloor Cinema  

 Address: 506 Bloor street west, Toronto, Ontario  URL: http://bloorcinema.com/ 

Schedule: 12 月 9 日 それでも僕はやってない/ I Just Didn’t Do It 7:00PM 

        12 月 10 日 嫌われ松子の一生/Memories of Matsuko 7:00PM 

         12 月 11 日 Always 三丁目の夕日/Always – Sunset on Third st. 7:00PM 

         12 月 12 日 バッテリー/BATTERY 4:30PM 

2011 年 

3 月 15 日- 『伊勢神宮写真展』/ Ise Shrine Photo Exhibition 

 ジャパン・ファンデーション・トロント/The Japan Foundation Toronto  

Address: 131 Bloor Street West, Suite 213, Toronto, Ontario 

URL: http://jftor.org  

Gallery Hours: Monday: 11:30 - 7:00, Tuesday: 11:30 - 4:30, Wednesday: 11:30 - 4:30  

          Thursday: 11:30 - 7:00, Friday: 11:30 - 4:30, Selected Saturdays*: noon - 5:00  

 

3 月上旬 日本語弁論大会（州大会）/ Regional Japanese Language Speech Contest  

▶ British Columbia 

第 23 回 BC 州日本語弁論大会  The 23rd British Columbia Japanese Speech Contest 

日時/Date：2011 年 3 月 5 日 （土）（予定） March 5, 2011 (Tentative) 

会場/Place：ブリティッシュ・コロンビア大学  University of British Columbia 

担当者/Contact：Ms. Ellen Lee (programs@consuljpnvan.com) 604-684-5868 (ext. 240) 

URL: http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/en/culture/culture_speech.htm 

 

▶ Alberta 

第 20 回アルバータ地区日本語弁論大会  The 20th Alberta District Japanese Speech Contest 

日時/Date：2011 年 3 月 5 日（土） March 5, 2011  

会場/Place：カルガリー大学 University of Calgary  

担当者/Contact：Professor X. Jie Yang, University of Calgary (xyang@ucalgary.ca) 403-220-7218 

             Miss Xiao Zhang, Prince Takamado Japan Centre (xiao.zhang@ualberta.ca) 780-492-1569 

URL: www.ptjc.ualberta.ca 

▶ Manitoba 

会場/Place：マニトバ大学 University of Manitoba 

担当者/Contact： Dr. William Lee (leewj@ms.umanitoba.ca) 

▶ Toronto, Ontario 

第 29 回オンタリオ州日本語弁論大会  The 29th Ontario Japanese Speech Contest 

日時/Date：2011 年 3 月 12 日 (土）午後 1 時～6 時 Saturday, March 12, 2011 1pm-6pm 

会場/Place：トロント大学  University of Toronto 

担当者/Contact：Ms. Ikuko Komuro-Lee, University of Toronto (ojsc2011@gmail.com)  

URL: http://buna.arts.yorku.ca/ojsc/ 

http://www.ptjc.ualberta.ca/JLPT.cfm
http://www.capilanou.ca/programs/languages/japanese/jlpt.html
http://bloorcinema.com/
http://jftor.org/
https://mail.jftor.org/owa/redir.aspx?C=3cfeabcbd86b4b18b0fec1546acb643d&URL=mailto%3aprograms%40consuljpnvan.com
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/en/culture/culture_speech.htm
mailto:xyang@ucalgary.ca
mailto:xiao.zhang@ualberta.ca
http://www.ptjc.ualberta.ca/
mailto:leewj@ms.umanitoba.ca
mailto:ojsc2011@gmail.com
http://buna.arts.yorku.ca/ojsc/
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▶ Ottawa, Ontario 

第 23 回オタワ地区日本語弁論大会  The 23rd Ottawa Japanese Speech Contest 

日時/Date：3 月 5 日（土）午後 1 時 30 分より  Saturday, March 5, 2011 1:30pm- 

会場/Place：在オタワ日本国大使館講堂 Embassy of Japan in Ottawa 

担当者/Contact： Ms. Kazuko Kobayashi (kazuko.odori@hotmail.com) 

            Ms. Satoko Trivers (satoko.trivers@embjapan.ca) 

▶ Quebec 

第 22 回ケベック州日本語弁論大会  The 22nd Quebec Japanese Speech Contest 

日時/Date:3 月 6 日（日）午前 9 時より  Sunday March 6, 2011 9 am- 

会場/Place：モントリオール大学本館  Université de Montréal 

担当者/Contact：Mr. Taki Kanaya, Université de Montréal (taki.kanaya@gmail.com) 

▶ Atlantic Provinces  

日時/Date：3 月 12 日（土）、 Saturday, March 12, 2011   

会場/Place：セント・メアリーズ大学  St. Mary’s University 

担当者/Contact：Prof. Alexandre Avdulov (alexandre.avdulov@smu.ca) 

 

3 月 26 日（土） Saturday March 26  全カナダ日本語弁論大会 / National Japanese Speech Contest 

会場/Place：カルガリー大学 University of Calgary URL: www.ptjc.ualberta.ca 

 

 

 

 

編集後記 

◆今号は全 30 ページと大変読み応えのある号となりました。記事をお寄せくださった皆様、どうもありがとうございました。

次号では「日本語教育とインターネット利用」第 2弾を企画中です。日本語教育と関連して Facebook、Twitter、ケロログ、

Lang8などをお使いの方がいらっしゃいましたら、ぜひ CAJLE.PR@gmail.comまでお知らせください。ところで私の受け

持つ日本語三年生の学生には日本人留学生の会話相手がつくのですが、その中で「一対一で会うのはちょっと嫌だ」

と言ってきた学生がいました。別にその人が嫌いなわけではなく、直接会って話すよりも、ネットを介して話したりチャット

したりする方が気楽でいいのだそうです。外国語学習は対面して話すのがいいという私の思い込みは打ち砕かれました。

そんな新世代の学生たちが増えている今、私たちはどんなツールを使い、どんな学習の場を提供できるか考えてみた

いと思います。安袁岐＠王町 ◆もう雪の知らせが届いている所もあるでしょうか。季節はめぐり、NL41 号もめでたく完

成！原稿依頼、原稿の校正など NL の大変さがよく分かり、またその楽しさも味わうことができました。こういう経験をさせ

ていただいてCAJLEに感謝！詩葉多＠普林斯頓 ◆編集担当になるたび、いかに自分の語彙が貧弱であるかを痛感

させられ、辞書と首っ引きで当たります。いやはや、言葉とは難しく奥深きものですね。皆様、お元気で良い新年をお迎

えください。狐夢路@多倫多 

 

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 

mailto:kazuko.odori@hotmail.com
mailto:satoko.trivers@embjapan.ca
https://mail.jftor.org/owa/redir.aspx?C=3cfeabcbd86b4b18b0fec1546acb643d&URL=mailto%3ataki.kanaya%40gmail.com
mailto:alexandre.avdulov@smu.ca
http://www.ptjc.ualberta.ca/
mailto:CAJLE.PR@gmail.com
mailto:CAJLE.PR@gmail.com
mailto:CAJLE.PR@gmail.com
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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。 

 

会員特典 

- ジャーナル CAJLE （年１回発行）及び、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（メールでの送信） 

- 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） 

 

会費年度 

毎年 6 月から翌年 5 月まで。10 月末までにお支払いをお願い

致します。更新が確認できない場合、ニュースレターやメール配

信を停止させていただきます。 

 

年会費 

 カナダ在住者 非カナダ在住者 

一般会員 ＄45 CA ＄45 US 

3年(一般)会員 ＄120 CA ＄120 US  

学生会員 ＄30 CA ＄30 US 

組織会員 (4名まで) ＄120 CA ＄120 US 

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.cajle.info 

申込先： Canadian Association for Japanese Language Education 

(CAJLE) 

P.O. Box 75133, 20 Bloor Street East 

Toronto, Ontario  M4W 1A0, 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

場合にはこちらまでお知らせください。cajle.kaikei@gmail.com 

 

 

 

 

 

CAJLE is a non-profit organization which actively promotes 

Japanese language education in Canada. We welcome everyone 

who is interested in Japanese language education.  

 

CAJLE membership entitles you to: 

- Receive the Journal CAJLE (one issue annually), the CAJLE 

Newsletter full of information about Japanese Language 

Education in Canada (two issues annually), and 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) 

 

Term of Membership: 

Memberships start every June and continue through May of the 

following year. Please kindly complete your payment by the end 

of October. If you do not renew before the end of October, you 

will miss the Newsletter and other announcements. 

 

Membership Fee: 

 
Canadian 

residents 

Non-Canadian 

residents 

Regular Membership ＄45 CA ＄45 US 

3 years Membership ＄120 CA ＄120 US  

Student Membership ＄30 CA ＄30 US 

Institutional Membership 

 (up to 4 members) 
＄120 CA ＄120 US 

 

How to Join: 

Please fill out the application form (available on 

http://www.cajle.info ) and mail or email it with the appropriate 

membership fee. Credit card payment is available online. Personal 

cheque and bank transfer are also accepted.  

 

Mail to: Canadian Association for Japanese Language 

Education (CAJLE) 

P.O. Box 75133, 20 Bloor Street East,  

Toronto, Ontario  M4W 1A0, CANADA 

 

Please notify us at the following email address if your contact 

information changes:  cajle.kaikei@gmail.com 

mailto:cajle.kaikei@gmail.com
http://www.cajle.info/
mailto:cajle.kaikei@gmail.com

