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会長のことば 

 

会長 大江 都 

 

親愛なる皆様、東日本大震災より三ヶ月たった日本から、

ご挨拶申し上げます。いかがお過ごしでしょうか。3・11 に

発した震災・津波の衝撃は、日本にお住まいの方々にとっ

ては言うまでもなく、カナダを始め、世界のどの地に在住す

る皆様にとっても、大きく心を揺さぶる出来事であったかと

思います。CAJLE には東北地方にお住まいの会員もお

いでです。皆々様がご無事でありましたように。被災された

方があったのであれば、心よりお見舞い申し上げます。 

日本は今、いよいよ、長く多難な復興へと進み始めたよう

です。ネット上もさることながら、街の書店には震災、原発

に関した書物が山ほど並び、それらを一通り眺めるだけで、

緊張感と危機感、そして感動で、胸が詰まる思いです。そ

こで、今回の「会長のことば」では、いつもと趣旨を変え、今、

わたくしの胸に去来することをそのままお伝えしたいと考え

ました。 

この度の震災・津波は被災地の復興のみならず、私たち

に、たくさんの課題を投げかけましたね。中でも原発に関

連した問題は、エネルギー消費に依存する私たちの暮らし

のあり方、価値観の再考を迫っています。これは世界全体

の問題でもある故、世界中に波紋を起こしています。ドイツ、

スイスについでイタリアも「脱原発」へと動き、一方で電力の

8 割を原子力に依存するフランスは原発推進の政策を維

持。では、日本は、カナダは、そしてアメリカは、果たしてど

の方向に向かっていけばよいでしょうか。 

ところで日本には、大型の家電量販店が多数ありますが、

その一つに出かけ、改めて店内を眺めると、呆然としてしま

います。例えば都内の L店は、地下も含めて全八階。その

各階にぎっしりと展示された家電、AV 装置、情報機器は、

当然のことながら、ほぼすべてが電力無しでは機能しない

物たちです。電池仕様であれども充電が必要です。これら

の電気器具の恩恵をこうむって、私たちは気づかぬうちに、

日夜、快適で効率よい生活を享受し、娯楽を楽しみ、情報

の交換を行っているのです。もし長期にわたって電力が絶

たれれば、日常生活が滞るばかりでなく、情報の伝達、通

信の麻痺により、私たちの多くは、職務を遂行することすら

できなくなるでしょう。ニュースレター本号には 「日本語教

育とインターネット」と題した特集記事が掲載され、Twitter

や iPad を活用した日本語授業が紹介されています。生き

生きとしたインターラクションが可能となるこれらのメディア

は、素晴らしいと思います。しかしこれらとて、消費量は低

いとはいえ、電力が不可欠です。生活の豊かさを守りつつ、

安全でかつ経済的にも効率よく暮らすためにはどうすれば

よいのか。エネルギーの問題は、単に「原発反対」を叫ぶ

だけでは解決できない、長期スパンで取り組まねばならな

い課題なのだと思います。 

この度の震災は、苦難をもたらしたのみでなく、うれしい

発見もさせてくれました。震災以来、世界中から送られてき

た励ましのことばと義援金。国のレベルでも、個人のレベ

ルでも、これほど世界を身近に感じたことはなかったでしょ

う。先進諸国からの支援であればまだしも、実は貧困に喘

ぐバングラディッシュといった国からも義援金が届き、その

理由は、日本がこれまで ODA（政府開発援助）を通して行

ってきた多大の支援に感謝し「恩返し」をしたいというもの

でした。 

世界中からの熱い声の発信は、世界を一瞬のうちに繋

げるソシャル・メディアがあってのことでした。しかしその源

は、日本が世界から理解され認められ、そして愛されてい

ることの証であったに違いありません。経済力が低迷して

いるとはいえ、日本が魅力を失うことは、これからも恐らくな

いでしょう。伝統文化とポップカルチャーのユニークな混在、

そして最先端を行く IT 技術などなど――日本人の生み出

すエネルギーが消えない限り、そして誠実に問題に対処し

ていく限り、日本は世界の魅力ある一員であり続けるでしょ

う。 

私はさらにうれしいことに気づかされました。日本語教育

に携わる私たちは、この世界と日本を結ぶ絆の一部でもあ

るのです。文法を教え、漢字を教え、発音を直し、しかし大

局は、世界と日本をつなげること――世界と日本をつなげ
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る人材を育てるところに私たちは寄与しているのだと思い

ます。専門家となる人材を育てるという意味だけではありま

せん。日本と日本語を理解する若者たちを世界に生み出

すこと、グローバル化に貢献する次世代を生み出していく

ことが、私たちが究極に目指すべきことかと考えます。 

自然災害は、残念ながらこれからも起きるでしょう。それ

でも歴史は続いていきます。百年、千年と続いていきます。

その長い長い歴史の流れ、大河の流れの中で、私たち

個々の存在なぞは、僅かの点にしか過ぎないでしょう。し

かし、たとえ僅かな点であっても、意義ある点となって、歴

史の一部に貢献したいと願います。 

そんな思いを胸にして、大きく深呼吸をしたところで、さ

て仕事に取り掛かっていきたいと思います。「知は力なり」、

そしてまた「継続は力なり」―――限りなく知識を探求し、

そして軌道修正をしながら着実に、日本語教育に携わって

いくことにいたしましょう。CAJLE の活動が、皆様のお役に

立ちますように。8 月には、リジャイナ大学における CAJLE

年次大会で、多数の方々にお目にかかれるのを、心より楽

しみにさせていただきます。 

 

 

 

CAJLE2011 年次大会 

 

CAJLE 2011 年次大会へのご案内  

CAJLE 2011 大会実行委員長 畔上ラム 智子 

 カナダでは長い冬が終わり、新緑が目にまぶしい季節

となりましたが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

バンクーバーの大会から早一年が経とうとしています。

毎年 8月の大会で全国からいらっしゃる皆様と共に学び、

意見や情報を交換し、そして何よりもお互いの交流を楽

しみにしている方もたくさんいらっしゃることと思います。 

 さて、2011年度CAJLE年次大会は 2011年 8 月 5 日

（金）～ 7 日（日） にわたりサスカチュワン州レジャイナ

大学にて開催されます。今大会は「日本語教育文法・コ

ミュニケーション教育を考える」をテーマとし、基調講演、

教師研修、研究発表などの充実したプログラムを予定し

ております。 

 第一日目の基調講演では、大阪府立大学の野田尚

史先生に「コミュニケーション能力を高めるための日本

語教育」というテーマでお話しいただくことになっていま

す。教師研修会では、第一日目はミシガン州立大学の

ハドソン遠藤陸子先生による「まぎらわしい文法の説明

法」、二日目は野田尚史先生による「コミュニケーション

能力を高めるための日本語教材」、そして最終日には、

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の片岡裕子先

生に「日本語のクラスでの区別化した指導：豊かな多様

性と限られたリソースを使うには」というタイトルでワーク

ショップをしていただきます。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お話を聞か

せていただけることと思います。 

 このほか大会二日目の夜には、この機会に多くの参加

者の方々と楽しい時間を過ごしていただけるように懇親

夕食会を予定しております。さらに、大会終了翌日の 8

月 8 日（月）には、オプショナル日帰りツアー「ビーバー

クリーク牧場でのカウガール · カウボーイライフ一日体

験」 を企画しています。市内観光後、州都レジャイナ市

を離れ、大平原一面に広がる黄金の麦畑や黄色い菜の

花畑をバスで抜けて行きます。フォートカペル渓谷にあ

るビーバークリーク牧場で美しい大自然を背景に、カナ

ダならではのカウボーイ（ガール）体験をお楽しみいた

だこうと思っています。 

 大会の詳細、ならびに宿泊、空港からの交通手段など
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の情報は CAJLE のホームページをご覧ください。

http://www.cajle.info にて随時更新中です。 

 今大会においてあらゆるレベルや機関で日本語教育

に携わっておられる先生方が交流を深め、それがさらな

る日本語教育の発展につながっていくことを実行委員

一同願っております。国内外を問わず、多くの皆様のご

参加と積極的な意見交換を期待しています。 

 それでは、青空と果てしなく広がる地平線に囲まれた

夏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。

    

会計より年会費納入のお願い 

  会費年度は毎年 6月から翌年 5月となっております。24ページ掲載の会員規定も合わせてご覧の上、納入の手続きを

CAJLE ウェブサイト http://cajle.info/membershipにて速やかに行ってください。年次大会では、会員割引に加え“Early 

Bird Registration（6月 30日まで）”割引もご用意しております。 

  また、メールアドレスや所属先の変更などありましたら cajle.kaikei@gmail.com までご連絡ください。 

 

 

 

 

海外の日本語学習者にとって教室外で他の日本語学習者や日本語母語話者と日本語で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。第 2 弾の今回は、Twitter、ブログ、Lang-8、素材として「くりっくにっぽん」を御紹介します。また、

インターネットに関連して、最近新型が発売され話題になったタブレット PC、iPad を活用した授業例をご紹介し

ます。― 編集部 

 

日本語でツイート：生涯学習を目指して 

根本 菜穂子（米国マサチューセッツ州 マウントホリヨーク大学）   

 

 ツイッターがコミュニケーションの媒体として、世界中で

威力を発揮しています。インターネットにつながってい

れば、世界中どこからでも、誰もがどのツイートでも読む

ことができ、誰でも参加することができるツイッター。 

 私がツイッターを始めた理由は、日本語二年生の漢字

学習をどうにか楽しいものにしたいという模索からでした

（詳しくは Nemoto & Beres 2010 を参照）。ツイッターの

特徴の一つは、最長 140 文字という制限があることです。

つまり、短文がよい、というのが利点です。そこで、なる

べく既習の漢字、特にその時学習している課の漢字を

使って、短文を作って読みの練習にするという、どこでも

行われていることを、ツイッターを使ってのコミュニケー

ションにしてみようと試みました。 

 内容は、その日の授業での学習者の発表や発言に対

してのコメント、励まし、または、キャンパスで起こってい

ること、日本からのニュース等で、それをなるべく学習者

のレベルに合った漢字と文法を使ってツイートする。そ

して、それを学習者に読んでもらう。「読んでもらう」ため

には、読む側が興味を持てる文でなければいけません

から、書いている側も楽しく「おしゃべり」をする感覚でや

特集 「日本語教育とインターネット」 第 2 弾 

http://www.cajle.info/
http://cajle.info/membership
mailto:cajle.kaikei@gmail.com
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っています。もちろん、学習者たちは、私のツイートを読

むだけではなく、参加もできるわけです。例えば、「就職、

専攻、相談、将来」のような漢字が出て来た課で、「二年

生はそろそろ専攻を決めなくちゃならないけど、専攻を

決める前に誰かに相談したりした？就職とか将来のこと

を考えて決めたの？」というツイートを出すと、ある学習

者から「先週の火曜日は二年生の専攻を決める締め切

りでした。誰にも相談しなかったけど、母は『こんな専門

じゃ将来の就職が全く見えないわ』とぶうぶう文句を言っ

ています。困りますね」という、見事にその課の漢字を使

った返信がきたりしました。 

今では、時々、学習者同士でも、日本語でツイートし

合っているのを見かけます。面白い記事やビデオを見

つけたら、「これ見て！」と書いて、リンクを紹介すること

もできるし、それについての感想を書くこともできます。

ツイートは、成績には関係なし、添削もしませんが、意味

が通じないときは、「どういうこと？」と返信することもでき

ます。東日本大震災の際には、春休み中だったにもか

かわらず、学習者からお見舞いの言葉や質問もありまし

た。ツイッターは、誰でも何の許可なしでアクセスできる

わけですから、現在授業に登録していない学生たちも

参加できます。夏休み、留学中はもちろん、卒業してか

らもずっと使い続けることができるのも魅力の一つです。

在学中に日本語でツイートする習慣を身につけ、ずっと

それを続けてほしい、というのが私の願いです。 

 ツイッターは検索能力にもすごいものがあります。私は、

ツイッターを始めて 2 年ですが、レブロン・ジェームズ選

手の移籍について書くと、1 時間後には日本の NBA フ

ァン数名にフォローされたりして、とても驚きました。日本

語の学習者が書いたツイートに他の日本語ユーザーか

ら返信があったりして、本当のコミュニケーションが生ま

れるかもしれない、というのも楽しみの一つです。 

最後にツイッターが語学学習に使えるのではないかと

示唆してくださった、Mount Holyoke College Language 

Resource Center Director, Daryl Beres氏と、このプロジ

ェクトに参加してくださっている、同校日本語三年生担

当のブラウン文子氏に感謝の意を表したいと思います。 

 

参考文献： Nemoto, Naoko and Beres, Daryl (2010) 

“Starting Lifelong Japanese Learning via Twitter: Twitter

を使った漢字学習の試み”. The Proceeding of the 17th 

Princeton Japanese Pedagogy Forum. Department of East 

Asian Studies, Princeton University.

  

 

ゼロ初級日本語クラスでのブログ活動 

    纐
はな

纈
ぶさ

 憲子（米国インディアナ州ノートルダム大学） 

 

  ブログを日本語クラスで使っている先生方は、今

や数多くいらっしゃると思います。私の勤務する大

学でも、数年前からゼロ初級の授業にブログを取り

入れています。初級というと「日本語力が限られて

いて難しいのでは？」と感じるかもしれませんが、

使い方によっては十分可能だろうと思います。今回

は当大学でのブログ活動をご紹介します。 

  この活動では、正確な日本語を書くということよ

りも、内容表現や学生同士の読み・書きによるコミ

ュニケーションに重きを置いています。まず、学期

初めに教師はクラスブログを立ち上げます。私はこ

こに各学生の個人ブログへのリンクや留学情報など

のリンクを貼っています。また、クラスブログは会

話テーブルや学生クラブ主催のイベントなど、日本

語プログラムに関連する情報を発信する中心的役割

を担っています。学期が進んでいくと、学生が作成

したビデオやスピーチなどの作品の一部を載せたり

もしています。2010-2011 年度のクラスブログはこち

らです。http://nd1011.blogspot.com/ 

 学生には、1 週目に個人ブログを作らせています。

http://nd1011.blogspot.com/
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まだひらがなを始めたばかりですから、ポストは英

語でも構わないと伝えています。同時に、なるべく

一文は日本語で書きましょう、といった指示もして

います。文章だけでなく簡単に写真やビデオを載せ

ることもできるので、好きな音楽や日本のテレビ番

組を紹介する学生もいれば、日本語学習のオンライ

ンツールを紹介する学生もいます。学期が進み日本

語で表現できることが増えてくると、教師が何も言

わなくてもごく自然にポストは英語から日本語にか

わっていきます。この段階まで来ると、ブログは通

常の作文の課題以外に、まとまった長さの日本語を

書く・読む機会になっていると言えるでしょう。さ

らに、クラスメートや協力校の学生とのコメント交

換も奨励しています。しかし、正確さが活動の主目

的ではないので、私は学生のポストやコメントの添

削はしていません。あまりに間違いが目立つ場合に、

時折教室で取り上げる程度です。また、学期中に数

回、教師側から宿題として特定のトピックや文法事

項を指定してポストを書かせたりもしますが、学生

自身がなるべく自発的に活動に関わってほしいと考

えています。 

 近年、内容重視の日本語教育  (Content Based 

Instruction)の必要性が唱えられています。しかし、

時間的制約などから、初級のクラス内ではどうして

も文法など言語面が中心になってしまい、内容は中

上級になってからという考えが主流のようです。し

かし、以上のような形でブログを使うことにより、

学生個人に、自分の興味に忚じたトピック・内容に

ついて表現する場所を与えることが出来ます。そし

て、バラエティーに富んだ内容について学生同士が

情報交換・共有することも可能になり、比較的、言

語と内容のバランスのとれた授業が可能になるので

はないでしょうか。 

 もちろん学生によってブログそのものの好き嫌い

もありますし、評価方法など議論の余地があるでし

ょう。また、ブログは一般に公開されるので、本名

を使わずニックネームにするオプションを与えるな

ど、注意点もあります。しかしながら、ブログはま

だまだ様々な可能性を持っているのではないかと思

います。なお、ブログ活動の実施については、開始

時より佐藤慎司先生をはじめコロンビア大学など協

力校の先生方に色々教えていただいています。この

場を借りて御礼申し上げます。当大学でのブログ活

動 に ご 興 味 の あ る 方 は 、 ど う ぞ

Noriko.Hanabusa.1@nd.edu までご連絡下さい。 

 

 
  

                                                      
Lang-8                

松井 久恵（米国NJ 州 プリンストン大学） 

 

 インターネットを使った書く練習のツールとして

は、フォーラムやブログ、そして最近では Wiki がよ

く使われていると思いますが、そこで度々問題にな

るのが、内容と正確さをどう両立するかではないで

しょうか。学習者同士の協働を目指して使われるこ

のようなツールでも、正確さを求めようとすると教

師の手が入らざるを得ないことも多々あると思いま

す。学習者同士、そして母語話者、非母語話者間で

も意思の疎通が阻害された場合には意味交渉

（negotiation of meaning）などの中で正しいフォーム

に辿り着くこともありますが、それ以外の小さな間

違いはとかく目が向けられない事が多いのではない

でしょうか。 

 そこで今回紹介したいのが Lang-8（ランゲート）

です。Lang-8 は京都のベンチャー企業「ランゲート」

が運営する SNS（Social Networking Service）で、世

界中の異なる母国語を持つ者同士が、お互いに母国

語を教えあう画期的なウェブサイトです。この

Lang-8 では、添削する／されるのが前提ですので、

添削される側は間違えることを恥じる事無く、また、

mailto:Noriko.Hanabusa.1@nd.edu
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添削する側も相手の気持ちを傷つけるのではないか

と心配する事無く添削することが出来ます。例えば

日本語を勉強中のカナダ人と英語を勉強中の日本人

であれば、日本人が書いた英語の日記や文章をカナ

ダ人が自然な表現の英語に添削し、逆にカナダ人が

書いた日本語文を日本人が自然な日本語に添削しま

す。 

 このような便利なツールを使うことにより、書く

技能における内容と正確さ両方の向上、またクラス

を終了した後も日本語を学び続ける自律学習者の育

成を目指せるのではないかという思いから、2010 年

の秋学期と 2011 年の春学期に私が担当していたプ

リンストン大学の日本語三年生の学習活動の一つと

して試験的に取り入れてみました。学生には一週間

に一度、自分の書きたい事を日本語で書き込み、そ

れと同時に、自分の母国語で書かれた書き込みを添

削するように指示を出し、また訂正されっぱなしに

なるのを防ぐため、書き込みの二週間後には母語話

者からのフィードバックを元にオリジナルの書き込

みを訂正したものをクラスで提出させました。 

 当初は、日記のような形で単に日々の出来事や考

えていることを書き連ねる学生がほとんどでしたが、

回を重ねるにつれ、母語話者に問いかける形で終わ

る書き込みや、写真やビデオを一緒に貼り付けて母

語話者の意見を問うものも見られ、Lang-8 コミュニ

ティーを意識したものが見られるようになってきた

のは興味深いと言えるのではないでしょうか。また、

この SNS は日本が拠点となっている為か、英語を勉

強したい日本人の数が比較的多いのも特徴です。従

って、学生の書き込みを見ていると、書き込みから

数日中には最低二件の添削がされている場合が多く、

添削者がいないのではないかという私の当初の心配

は簡単に払拭されました。学生の書き込みに対する

母語話者の添削は概ね自然で正確ですが、難しい表

現に置き換えられていることもあり、多尐の混乱を

招いたこともありましたので、その場合は教師の手

助けが必要となりますが、多くの場合は学生自身が

正しいフォームに直せているようでした。 

 今回は特にテーマを決めずに自分の書きたい事を

書くように促しましたので、学生の中には書くこと

が見つからないという学生も見られましたが、今後

は、クラスでの学習内容やプロジェクトとの連携な

ど、学生が「書きたい！ 伝えたい！」と思える環

境作りを目指したいとおもいます。Lan-8 について

もっと知りたい方、実際学生がどのような書き込み

をしていたのか興味をお持ちの方はお気軽に松井久

恵 (e-mail: hmatsui@princeton.edu, Lang-8 ID: 

hisamatsu)までご連絡下さい。 

 

 
 

いまの日本の若い人たちとかれらの文化を発信！「くりっくにっぽん」 

室中 直美（公益財団法人国際文化フォーラム）muronaka@tjf.or.jp 

 

国際文化フォーラム(TJF)が運営する「くりっくに

っぽん」（www.tjf.or.jp/clicknippon）では、10 代を中

心とする日本の若い人たちとかれらのいまの文化を、

日本語、英語、中国語で発信しています。また、お

もに中高校の日本語の先生方向けに、「くりっくにっ

ぽん」の素材を使ったクラスアイディアも紹介して

います。 

最近の記事では、書道の新しい動き（パフォーマ

ンス書道、英漢字、書道マンガなどを紹介）と書道

部で活躍する高校生の姿（「書道：古くて新しい自己

表現」「あいか」）や、日本の農業が抱える課題や最

近の農業ブーム（都心で農業、ゲームで農業体験、

農業を取り入れた教育など）と秋田で農業に取り組

む「ギャル」の姿（「高まる農への関心」「みかこ」）

などを紹介しています。 

mailto:hmatsui@princeton.edu
mailto:muronaka@tjf.or.jp
http://www.tjf.or.jp/clicknippon
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また、TJF が 2001 年に発行した「であい：7 人の

高校生の素顔」（www.tjf.or.jp/deai）の主人公たちの

その後を紹介した記事「『であい』の高校生たち―そ

の後の 10 年間」では、かれらが高校卒業後、どのよ

うに職業を選択してきたか、いま何を考えているか、

高校時代を振り返って何を思うかなどを紹介してい

ます。各記事には、登場人物のメッセージ（動画、

音声）もついています。 

TJF は、客観的なデータも含めさまざまな視点か

ら日本のいまの若い人たちの文化を発信することで、

文化の多様性やダイナミズムを伝えたいと考えてい

ます。また、各記事のテーマに関係のある具体的な

人物をいっしょに紹介することで、文化とそれを形

づくっている人々の存在を切り離さないよう心がけ

ています。 

今年度は、「くりっくにっぽん」のデザインや発信

方法を大幅にリニューアルする予定です。先生方の

ご意見やご要望をお知らせいただければ幸いです

（http://link.tjf.or.jp/RSCTK）。 

 

iPad の活用 

中島 範昭（BC 州 JLA 日本語アカデミー） 

 

 近年、巷では様々なポータブルプレイヤー、リー

ダーなどのガジェットが出回っています。特にApple

社の iPhone や iPad は、よく耳にする商品だと思いま

す。iPad には、色々な「アプリ」があります。「アプ

リ」というのは簡単に言うと、特定のゲームや作業

を実施するソフトのことです。現在は、教育ソフト

なども充実しています。私の学校には、2 歳の幼児

から成人まで幅広い年齢の学生がいます。特に、子

どもたちには、「日本語学校には、親に連れてこられ

ている」という意識があり、興味のない物には見向

きもしません。何とか子どもたちが授業に興味を持

ってくれないかと思い、iPad を授業に使用するよう

にしました。 

iPad は「タッチパネル」という操作法が基本です。

その「指で触って操作する」というのが、子どもた

ちにはとても魅力的です。例えば、漢字の学習に欠

かせない「書き順」。書く順番もさることながら、普

段カナダの学校に通う子どもたちには、日本の文字

特有の「とめ・はね・はらい」の感覚を伝えるのが

非常に難しいのです。従来は、日本の小学校でもよ

く見られる「空書き」を繰り返ししていました。し

かし「筆順アプリ」を iPad で試したところ、子ども

たちは、自然に「いち、にぃ、さぁん！」と声を出

しながら、指でなぞるようになりました。面白い事

に、「とめ・はね・はらい」の部分も、意識するよう

になりました。 

また日本語学校の生徒は、基本的に語彙力が弱い

傾向にあります。言葉では説明しにくい、また、カ

ナダで学ぶ子どもには分かりにくい語彙が多いので

す。その様な場合、私は「画像検索」または「動画

http://www.tjf.or.jp/deai
http://link.tjf.or.jp/RSCTK
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検索」を利用します。画像でしたら Google、動画は

YouTube を利用しています。例えば、教科書に「水

車小屋」という言葉が出てきた時、どのように水車

が回っているか、内部はどのようになっているかな

どを動画で見せました。事前に、説明が必要そうな

語彙などを検索して「ブックマーク（お気に入り）」

に入れておきます。 

iPad は、授業の中で非常に役立つ機器ですが、や

はり高価です。私は、16GB の Wifi バージョンを使

用しています。一番低いスペックのものですが、そ

れでも 560 ドルほどでした。各クラスに一台ずつ揃

えたいところですが、まだまだこの値段では一台を

使いまわすしかなさそうです。しかし幼稚園クラス

の語彙の時間の中で、教師が使う iPad のかわいい動

物や、乗り物などのキャラクターを楽しそうにタッ

チする子どもたちが自然に言葉を覚えていく様子を

見ると、このようなガジェットがこれからの変わり

ゆく教育の一部になり得ると実感します（iPad を使

用している様子がこちらにてご覧になれます）。 

http://www.youtube.com/watch?v=ceO8qVLyLrI  

他にも色々な使用例があるのですが、さらに詳し

くお知りになりたい方、その他 iPad の活用例などご

提案のある方は、info@cjla.ca までお気軽にご連絡

ください。

 

 

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ジャパン･ファウンデーショ

ン・トロントとの共催で2009年12月より「日本語学習

を継続させる」と題した教師間の情報交換会を開催し

ています。前回のニュースレター発行以降も12月と2

月に会合を行いました。 

 第4回目となる12月の会合では、トロントの西、ロ

ンドン地区の高校と大学の先生方（Oakridge Secondary 

SchoolのDonna Robinson先生、University of Western 

Ontarioの福井視先生、Huron University Collegeの河井

道也先生）をお迎えし、プログラムの内容、教室活動、

学習者の提出物などの紹介をしていただきました。ま

たこの日は2010年最後の会合ということで懇親会を

開催しました。和やかな雰囲気の中、話に花が咲き、

普段の会合とはまた違った有意義な交流の場となり

ました。 

 続く2月の会合では 高校と日本語学校の先生方に

発表をお願いしました。The Valleys Senior Public 

School (Peel District School Board)のPeter Wessel先生か

らは視聴覚教材をどのように授業に取り入れている

かなど、具体的な紹介がありました。またトロント日

本語学校からは中尾良子先生とチャーベス恵子先生

に学校の歴史、指導法、高校生クラスの内容などの紹

介をしていただきました。 

 これまでは高校と大学の先生を中心に発表を依頼

してきましたが、今後は継承語教育や生涯教育などの

先生方にもプログラムの紹介をしていただき、情報交

換の幅を広げていきたいと考えています。第6回目と

なる次回は6月26日（日）にトロント大学にて開催の

予定です。

http://www.youtube.com/watch?v=ceO8qVLyLrI
mailto:info@cjla.ca


CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 42 号 

 

 

10 

Explore Japan 2010 Report 

https://sites.google.com/site/albertajapaneseteachers/explore-japan 

 

Corbin Musselman  (Japanese Teacher – Spruce Grove Composite High School 

      Chair – Alberta Japanese Teachers’ Association) 

 

    On October 26th, 2010, Japanese language learners 

around Alberta were given a rare opportunity to 

experience authentic Japanese culture via the program 

called “Explore Japan”. This presentation, which was 

organized by the Edmonton Japanese Community 

Association and the Alberta Japanese Teachers’ 

Association, provided several opportunities for high 

school students to participate in activities such as karate, 

taiko, origami, Japanese calligraphy and several other 

traditional Japanese arts.  As this was the first time any 

event like this has been planned in Alberta, the event was 

extremely well organized so that all students were able to 

participate in the “hands-on” activities.   

    As a teacher who also participated in the 

presentation, what surprised me most were the comments 

made by my students upon returning from the event. My 

students’ interest in Japanese was increased significantly 

because of their experiences at Explore Japan. Explore 

Japan targeted students who were at the beginning levels 

of their Japanese studies, so this program did an excellent 

job at educating students about traditional Japanese 

elements while also invigorating their interest in 

Japanese culture.  One of the most popular comments I 

heard from my own students was “I can’t wait to go to 

Japan!” As a teacher, I cannot think of a more pleasing 

thing to hear from a student. 

    Based on the success of Explore Japan 2010, 

preparations have already begun to organize Explore 

Japan 2011.  With the feedback from last year’s event, 

this program is likely to stimulate an even greater interest 

in Japan for Alberta’s Japanese students.  

 

 

Association of Teachers of Japanese (ATJ) 

 

當作
とうさく

 靖彦
やすひこ

（米国 カリフォルニア大学サンディエゴ校、ATJ 前会長） 

 

 ATJ（正式日本語名は 「日本語・日本文学学会」） 

は日本語教育、日本語言語学、日本文学の研究者、

教育者、学生のための学会で、(1) 関連分野の研究、

教育の発展への寄与、(2) 研究者間、教育者間、ほ

かの学会との間での情報の交換、(3) 日本と日本文

化に関する知識の拡大、などを目的として、1963 年

にアメリカで設立されました。現在 アメリカの 50

州のほか、カナダ、オーストラリア、日本、ヨーロ

ッパに約 900 人の会員を有します。 

 毎年春に開催されるアジア学会 (AAS)の年次総

会の際に、独自の総会を開催しているほか、学会誌

The Journal of the Association of Teachers of Japaneseを

年に 2 回、ニュースレターThe ATJ Newsletter を年 4

回発行しています。現在までに行ってきた活動には、

日本語教師のための集中日本語講座、幼稚園から大

学院レベルまでの教師の能力開発プログラム、ナシ

https://sites.google.com/site/albertajapaneseteachers/explore-japan


CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 42 号 

 

 

11 

ョナル・スタンダーズの開発、日本語教育のガイド

ライン作成、教材開発、オンラインのリソース開発

と提供、評価プログラムの開発、日本語教育推進活

動などがあります。日本語学習者の日本での学習の

支援にも重点を置いており、Bridging Project を通し

て毎年多くの学習者に日本留学のための経済的支援

を行っています。また、研究者、教育者の交流、情

報交換のために、Study Abroad, Culture, Professional 

Development, Heritage Language Learning, Community 

Colleges, Classical Literature などの Special Interest 

Group (SIG)も支援しています。 

ATJはK-12レベルの日本語教師を中心とする全米

日本語教師会 (NCJLT: National Council of Japanese 

Language Teachers) と協働的な関係を築くため、日本

語教師会連合  (AATJ: Alliance of Associations of 

Teachers of Japanese) を形成し、日本語教育関係者の

コミュニケーションの円滑化を図るとともに、他の

外国語教育者団体と協力して、アメリカの外国語教

育の発展に寄与しています。AATJ を通して、ATJ

は Advanced Japanese Language and Culture の開発と

実施に協力しているほか、日本語教師のためのオン

ラインの能力開発プログラム実施や K-16 レベルの

教師の夏期能力研修にも協力しています。 

 姉妹団体 NCJLT との密接な関係の結果、2012 年 1

月 1 日から 2 つの団体が一緒になり、アメリカ日本

語教育学会 (AATJ: American Association of Teachers 

of Japanese) として発足することが決まっています。

今後、年次総会は春の AAS、秋の ACTFL で 2 回行

うことになります。AATJ 最初の年次総会は来年 3

月トロントで開催されます。カナダの日本語、日本

語言語学、日本文学の教育者、研究者の方々にも是

非参加していただきたいと思います。 

 ATJ の事務局は現在コロラド大学ボールダー校の

中に置かれており、事務局長の Susan Schmidt が会長

の Janet Ikeda、理事を補佐するとともに、会員に様々

なサービスを提供しています。 

ATJ のウェブサイト、http://www.aatj.org/atj/ は 

学会に関する情報、学会の行うプロジェクト、高校、

大学における採用情報、リソースへのリンク、専門

能力開発に関する情報などが掲載されていますので、

ご参照下さい。 

 

 

 

 

J-GAP Canada報告 

 

有森 丈太郎 

 

2010年8月に台湾で開催された「世界日本語教育大

会」において、世界の国と地域の日本語教育学会、教

師会からなる「日本語教育グローバルネットワーク」

の代表による「中等教育と高等教育の日本語教育にお

けるアーティキュレーション」と題するシンポジウム

が行われました。ここで言うアーティキュレーション

とは、教師、学校、各プログラムなどの間の「連携」

「連続性」のことで、シンポジウムでは各国のアーテ

ィキュレーションの現状とその欠如によって起こる

問題が議論されました。アーティキュレーションの欠

如によって生じる問題というのは、例えば高校などで

日本語を学んだ学生が大学で勉強を続けようとする

際に、初級レベルのコースに振り分けられることで学

習意欲が下がったり、高校と大学のカリキュラムの違

いに戸惑い、やめていったりすることなどが挙げられ

ます。 

学会・研修会情報 

http://www.aatj.org/atj/
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このシンポジウムがきっかけとなり、グローバルネ

ットワークに参加する国と地域の日本語教育におけ

るアーティキュレーション確立を目指して国際交流

基金の支援のもとに立ち上がったのが、「日本語教育

グローバル・アーティキュレーション・プロジェクト

（J-GAP）」です。グローバルネットワークに加盟して

いるCAJLEもJ-GAPに参加することになりました。

2011年1月には国際交流基金日本語国際センターに参

加国の代表者が集まり、企画会議が行われました。具

体的な活動に関しては、“Think Globally, Act Locally” 

の原則に基づき、各地域の状況、日本語教育のあり方

に忚じてそれぞれが必要な活動を行うことになりま

した。 

中等、高等教育だけでなく、継承語教育や生涯教育

など、さまざまな日本語教育が行われているカナダに

おいても、上述のアーティキュレーションの欠如に起

因する問題があります。継続学習支援という観点から

は、まずは教師間の情報交換、共有が不可欠です。例

えば、学習者を送り出す側の教師にとっては、どこに

どのようなプログラムがあるかを把握することで、日

本語の勉強を続けたいと考えている学習者に適切な

アドバイスをすることが可能になります。また受け入

れる側の教師にとっては、学習者がこれまでどのよう

なことを学んできており、何ができるかを知ることで、

適切なレベルのコースへのプレースメントに活かす

ことができます。 

J-GAPカナダでは、継続学習支援に必要な情報を集

め、それを共有できる体制作りを目標に据え、そのた

めの活動を行っていくことになりました。その一環と

して、5月末にはJ-GAPの統括責任者でもある當作靖彦

教授（カリフォルニア大学サンディエゴ校）によるワ

ークショップと講演会を行い、その後、オンタリオ部

会とジャパン・ファウンデーション・トロントが協力

して行っている「継続」シリーズの活動と合わせて皆

さんと情報共有のあり方を検討していきます。また、

情報を共有するには共通言語が必要です。例えば「初

級」と言っても、何をもって初級とするのか、一定の

指標が必要になるでしょう。そういった点は、国際交

流基金の「日本語教育スタンダード」や「みんなの

Can-doサイト」などを参考にしていくことを考えてい

ます。 

J-GAPカナダの活動に関する情報はJ-GAPホームペ

ージ（http://j-gap.wikispaces.com/Home）に順次掲載し

ていきますので、そちらをご覧ください。 

 

 

 

 

CAJLE とパートナーシップを結ぶ CASLT (The Canadian Association of Second Language Teachers) は、カナダ全国の

第二言語教育の向上・促進を目的とし、様々な活動を行っている団体です。最大のイベント Languages Without 

Borders は隔年で開催され、今年はモントリオールで開かれました。そのレポートをお届けします。― 編集部 

 

National Conference for Second Language Education 2011 Languages without Borders に参加して 

脊尾
せ の お

 泰子・米本 和弘（ケベック州 マギル大学大学院）

4 月 7 日から 9 日にかけて、ケベック州・モントリ

オールで National Conference for Second Language 

Education 2011 Languages Without Borders が開催さ

れました。カナダ各地から英語、フランス語をはじ

め、先住民言語やウクライナ語など様々な言語の教

師が一堂に会し、実践報告や意見交換を行いました。

参加者 600 人以上、三つの基調講演、約 120 に上る

口頭発表、更には約 20 のワークショップや模擬授業

があり、カナダの多文化･多言語社会を反映した学会

でした。 

http://j-gap.wikispaces.com/Home
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開会に際し、Jim Howden 先生が「Perspectives & 

Innovations: The future of language teaching and 

learning and the influence of innovations」と題し、基調

講演を行われました。最高の教授法はなく、常によ

りよい教授法を目指していくことが重要であるが、

新しいものを求め、変化を起こしていくのは容易で

はないといったことをご自身の体験を元にお話くだ

さり、大変興味深いものでした。他にもグローバル

社会における複言語主義や第二言語教育とテクノロ

ジーについての講演がありました。それに続く一般

の発表も、量・内容ともに大変充実したもので、他

の学会とは違うユニークな点もありました。まず、

一つのセッションに 1 時間取られており、参加者の

間で幅広く、深い意見交流ができました。参加者は、

多岐に渡り、このような場以外では接触することの

尐ない異なるレベルの教育機関の教師、政府関係者

がお互いに知見を共有する場となりました。 

尐数ではありましたが、日本語教育に関するセッ

ションもいくつかありました。国際交流基金・アル

バータ州教育省の永富あゆみ先生が JF スタンダー

ドについてお話され、クイーンズ大学の高崎麻由先

生が、スカイプを使った学習活動について報告され

ました。私共も、多読を用いた語彙学習の研究およ

び実践を発表させていただきました。昨年 CASLT

と正式提携した CAJLE からは、トロント大学の小室

リー郁子先生が、代表として模擬授業を行うと共に、

カナダの日本語教育における CAJLE の役割につい

て発表なさいました。現地からは、モントリオール

大学の金谷武洋先生がご参加くださり、和やかな雰

囲気の中、意見交換をすることができました。 

研究発表以外にも、レセプション、休憩、昼食の

間に他の言語の教師や政府関係者と話をすることが

でき、大変有意義なものでした。また、Pearson や

Oxford University Press など教育関係出版社によるブ

ックフェアや展示会が、終日、開かれており、教師

にとっては、視聴覚機器を使った新しい言語プログ

ラム等の情報を得るよい機会であったように思いま

す。そして、なにより本大会では、常によりよい授

業をという思いから、授業でお忙しい中、遠く離れ

た地から大会に参加されていた先生方、各地からの

多くの参加者を温かく迎え、大会運営の支援をされ

ていたボランティアの方々等にお目にかかり、多く

の言語教育関係者が同じ目標に向けて努力している

ことを実感できました。 

次回は、2013 年にマニトバ州・ウィニペグで開催

される予定です。今後、多くの日本語教育関係者の

参加があることを期待しています。 

 

 

 

 

 

日本語教師として他の学校がどんな様子なのかということに関心をお持ちの方は多いかと思います。しかし、学

会や研修会などの場以外ではなかなかそのような情報を交換できる場はありません。この「学校紹介」ではカナ

ダ各地の様々なレベルの教育機関の先生方に現場の様子を紹介していただき、それを読者の皆様と共有する場を

提供したいと考えています。今号では、年次大会が初めてカナダ中部サスカチュワン州で行われることから、同

州から 3 校、及び隣接するマニトバ州から 1 校の様子をお伝えします。またプログラム紹介としてアルバータ州

の REX プログラムをご紹介します。― 編集部 

 

 

学校・プログラム紹介 
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University of Saskatchewan Language Centre (USLC) 

                                                       浅井 純子 

 USLC はサスカチュワン大学の Extension division

管轄下にあり、1989 年 Multilingual の夜間コースの

機関として発足し、日本語コースもその時から始ま

りました。現在は昼間の ESL が主となっています。

Multilingual のコースは通常週 1 回 2 時間で 10 週間

を 1 期間として年 3 期ありますが、大学の単位取得

コースではありません。1 クラスは 10 人から 16 人

までで、対象は主に大学生や社会人、時には 16 歳以

上の高校生も受け入れています。日本語教育のない

カソリック系高校で日本へ交換留学でいく学生やア

ニメの好きな高校生がよく受講します。社会人では

日本との仕事関係、日本での ESL 教師、子供が日本

人と結婚し孫と日本語で話したい、日本の交換留学

生をホームステイで受け入れるなどの理由で受講者

年齢は 16 歳から 70 歳と非常に差があります。受講

生は年々減っています。コースはレベル 1 が日本語

の知識がない人を対象としレベル 2-3 は"Japanese 

for Busy People I" 、レベル 4-5-6 は"Japanese for Busy 

People II"を教科書としています。文化紹介（習字、

折り紙、歌など）も織り込みます。センターの方針

では、会話と文法が主で、日本語のように英語とま

ったく異なる言語では 10 週間では読み書きは重視

できません。またコンピューターを中心にした教育

方針に向かっていますので、教え方もその方向で進

めていかなければなりません。 

             

 

 

サスカツーン公立高校日本語プログラム 

マティス 貴子 

サスカツーン公立高校での日本語は、1992 年アジア

パシフィックプログラムの下で、第 2 外国語の選択

科目として始まりましたが、現在は第 2 外国語の傘

下で、フランス語・ドイツ語・日本語・スペイン語・

中国語・クリー語と共に、市内の高校で開講されて

います。しかし必修科目に関する州の教育制度の変

更などに伴い、第 2 外国語を選択する生徒数が減尐

し、現在では日本語単位取得コースは、市内 3 つの

高校のみで、約 150 名弱の生徒が受講しています。

日本語・日本文化のバックグラウンドのない生徒が

殆どです。カリキュラムは The Common Curriculum 

Framework for International Languagesを基にローカル

レベルで開発され、日本語 10、20、30 のレベルが

10 年生より開講されています。現在、outcome と

indicator を主体とした州独自の日本語カリキュラム

(ローカル)開発中で、2011 年度より施行される予定

です。また北広島市(北海道)、高岡第一高校（富山）、

多賀高校(日立市)と提携し、短期交換留学を行って

います。日本語履修如何にかかわらず、市内の 8 校

から忚募でき、書類審査と面接に通った 20 名の生徒

が、2 名の引率教師と共に、毎春約 16 日間日本を訪

問します。受け入れについては、北海道と日立市が

隔年で 1 週間、富山が毎年約 10 日間、サスカツーン

を訪問します。他にも日立カナダによる短期交換留

学奨学金が、毎年 1 名分のみ全額附与されています。 
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サスカツーン日本語補習授業校 

クラスナイ いづみ   

サスカツーン日本語補習授業校は、1976 年、当時小

学生を抱える日本人父母有志によって、2〜3 人の父

母の家を解放し、持ち回りでスタートしました。目

的は母国語を忘れず楽しく学習させ、また週 1 度だ

けでも、仲良く遊ばせたいという父母の思いでした。 

2 年間の実績の後、当時の文部省に援助を申請して

認められ、1978 年、正式にサスカツーン日本語補習

授業校が設立されました。「世界のどこに住むことに

なっても、日本語は忘れずにいてほしい、日本の文

化や伝統を持ち続けてほしい」という親の願いで、

30 年以上続いてきました。現在サスカツーンには 30

校近い継承言語学校がありますが、我が校はその中

でも歴史の古い学校の一つです。時代の流れと共に、

現在は日本国籍を有するカナダ生まれの子供達の母

国語学習の場、更には日本文化に興味を持つ、現地

の子供達のための日本語学習の場となり、サスカツ

ーンにおける日・加交流の場として重要な役割を果

たしています。現在生徒数は約 45 人、日系クラスと

非日系クラス各 3 クラスを、6 人の教師と助手数人

で教えています。 

 

 

 

「高校日本語単位」が大復活！？ 〜マニトバ州ウィニペグ マニトバ日系センター 日本語学校 

西川 照香（同上、コーディネーター） 

 

 ウィニペグでは、マニトバ日系センター(Manitoba 

Japanese Canadian Culture Centre)にある日本語学校

にて、子供、ティーン、大人の 3 部門に分け日本語

教育活動をしています。ここ数年来、ウィニペグで

は J ポップやマンガ等を含めたポップカルチャーの

流行とともに、中高校生の間で日本文化や日本語に

対する興味が非常に高まっています。ところが、日

本語履修コースを維持する高校の数が減ってきてお

り、そういった反比例状態を日系センターにて何と

か緩和するお手伝いを、という背景のもと、今年度

マニトバ州教育省の担当の方のお力添えで、こうし

たコミュニティーレベル組織でも高校単位へつなが

るクラスを設立しました。 

 それまでのティーン部門は 4 レベルからなってお

り、1 クラス 8 人いれば順調！という状況だったの

ですが、初めての取り組みですので宣伝をせずにい

たにもかかわらず、この高校 S10（1 年生）に 20 人

登録があり、主教材も"Japanese for Young People"か

ら『げんき１』に替えました。以前に比べると生徒

達の前向きさが違っています。来年度は宣伝に力を

いれ、この次のレベルにあたる S20 と、順次年次を

追って開設していく予定です。 

 もう 1 つ付け加えたいのが、ケルビン高校。Asian 

Pacific Studies というクラスがあります。このクラス

を通して、毎年中国語やその他の文化活動をする課

外活動が開かれ、今年は日本語となりました。これ

には学校側も驚く 40 人を超える申し込みがあり、こ

れに押される形で来年度は単位取得コースとしての

日本語クラス開設に動き始めています。 

 いろいろな問題は抱えていますが、ここウィニペ

グでも尐しずつ教育システムの中での日本語学習と

いう動きが復活してきました。カナダにおける「乞

うご期待！」都市の 1 つであろうかと思います。
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Exchange teachers from Japan in Alberta (文部科学省 REX プログラム) 

Waldemar Riemer (Director, International Education Services, Alberta Education)     

waldemar.riemer@gov.ab.ca 

 

    The Regional and Educational Exchanges for 

Mutual Understanding (REX) Program was established 

by the National Government of Japan in 1990 to assist 

foreign secondary schools with the teaching of Japanese 

as a second language.  Information on the program may 

be found on the Japanese Ministry of Education Culture, 

Sports, Science and Technology (MEXT) 

website.  Through this program, the Government of 

Japan dispatches teachers with special training in 

teaching Japanese as a foreign language to assist 

overseas’ schools with the development of their Japanese 

language programs. 

    Enabled through its sister-province relationship with 

the Prefecture of Hokkaido, Alberta has participated in 

the REX teacher program for over 25 years, and many 

Alberta school districts and schools have participated 

over the years. In Alberta, the program and its support is 

made possible through collaboration enacted in a formal 

agreement between the Hokkaido Board of Education, 

the Government of Alberta, and the participating school 

board. The REX program runs every two years, with the 

teacher in the province for 18 months (September of first 

year through March of second year). The province 

currently has two REX teachers in two of its school 

districts. While Japan dispatches REX teachers all over 

the world, Alberta is the only province in Canada which 

actively participates in this program. 

    Apart from promoting and supporting the learning 

of Japanese, REX teachers, like other international 

teachers in Alberta, bring new perspectives and expertise 

into Alberta schools. Their presence in the school 

community raises international awareness and provides 

their colleagues as well as their students with excellent 

opportunities to develop intercultural skills, and to learn 

about contemporary Japan and its society. 

 

                              

木
こ

挽
びき

 ひろみ (Notre Dame High School, Red Deer) 

現在、1990 年（平成 2 年）より文部科学省が実施

している外国教育施設日本語指導教員派遣事業（通

称 REX プログラム）の 21 期生として、昨年 9 月よ

りアルバータ州に派遣されています。REX プログラ

ムの主管は文部科学省ですが、都道府県、総務省、

外務省も関わっています。派遣先については、各自

治体と関係の深いところが選ばれています。現在、

私たちの他に 6 名（オーストラリア、ニュージーラ

ンド、イギリス、ブラジルへ各１名、中国へ 2 名）

が派遣されています。 

派遣期間は 1 年半ですが、渡航前に東京外国語大

学の留学生日本語教育センターにおいて、3 ヶ月間

の事前研修を行うため、実際は 2 年間、所属校を離

れることになります。事前研修においては、日本語

教授法を中心に日本文化紹介や異文化理解など、さ

まざまなことを教えていただきましたが、カナダで

実際に授業をされている先生方から学ぶことは山ほ

どあり、日々勉強の毎日です。 

 

 

mailto:waldemar.riemer@gov.ab.ca
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/rex/english/001.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/rex/english/001.htm
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阿部 成
なる

道
みち

 (St. Thomas Aquinas Catholic High School, Spruce Grove) 

 

 実際の授業やアルバータ日本語教師会の先生方と

の交流を通し、日本語を教えることの喜びで満たさ

れた日々を送っています。これまでのカナダでの生

活で切に感じることは、カナダ人の心の豊かさ、そ

して暖かさです。慣れない土地での生活で、様々な

事柄について親身になって対忚してくれる本校職員

や生徒たちには、いつも感動を覚えます。また、私

は家族と赴任し、2 人の子供が現地の学校に通って

いるのですが、彼らも先生方やクラスメートとの交

流を通し多くを学んでいます。彼らの英語力は驚く

ほど上達しており、直接その言語や文化に触れるこ

との大切さを改めて感じています。私自身も異文化

にじかに触れることで、日本語の複雑さと日本文化

の長所、短所に気づかされてもいます。 

 

 

リレー随筆 

 

「野菜を食べるみそ汁」   

     矢吹ソウ 典子（オンタリオ州 ヨーク大学） 

 

カナダ日本研究学会で 10 年ほど前にお会いして

以来、お酒を前にいろいろなお話をうかがうのを密

かに楽しみにさせていただいている楊先生から、こ

のリレー随筆の依頼を受けた。考えた末、以前この

コラムでバッファロー大学の下條先生が書いていら

っしゃった日本語の「文脈理解と省略」の特徴に関

連し、今回は名詞修飾節に絞って尐し思いつくまま

に書いてみようと思う。 

日本語の名詞修飾節は、節を作る際の文法のルー

ルが複雑なヨーロッパの言語に比べ、名詞の前にそ

れがどんな名詞であるかを説明する節をくっつけれ

ばよいごく単純な構造をなし、修飾節に何を持って

くるかも極めて自由である。その特徴を表す際によ

く引き合いに出される「さんまを焼く匂い」や「頭

のよくなる本」は、寺村秀夫氏がそれぞれ「外の関

係」及び「短絡」と呼ぶ名詞修飾節の例である。前

者は、例えば「さんまを焼く男」は被修飾名詞「男」

に格助詞を加えて「男がさんまを焼く」というよう

に修飾節内に納めることができるのに対し、「匂い」

という被修飾名詞にどのような格助詞を加えても納

めることはできない。後者は、（読めば）頭のよくな

る本というように、説明の部分が省略されている形

とみなす。 

今回表題にした「野菜を食べるみそ汁」というの

は、最近日本語名詞修飾節の習得過程に関する本を

出された大関浩美氏の例を使わせていただいた。こ

んな商品名のついたインスタント食品をスーパーで

見つけたとしても、日本語母語話者なら深く考えず

に野菜が豊富に入ったみそ汁だと理解するだろうが、

これを英語に直訳したら、“the miso soup that eats 

vegetables” と大変なことになるというわけである。

下條先生が随筆の中で引用なさったドラマのヒロイ

ンの台詞、「健ちゃんしか（私が）東京に来れる（た

めに頼れる）人いなかったんだもん」（かっこ内は下

條先生が文脈から推測した省略部分）などは、「短絡」

の名詞修飾節の離れ業と言えよう。 

 実はこの外の関係や短絡に分類される節は、日本

語の教科書には名詞修飾節の文法事項の例文として

はほとんど出てこない。「日本語を勉強している人」

とか「きのう読んだ本」のように、修飾節と被修飾

名詞の文法関係のはっきりしたいわゆる「内の関係」

の名詞修飾節が主流である。レベルが進んでも、教
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科書に出てくる外の関係の修飾節に使われる被修飾

名詞は、「中国に帰る予定」や「日本に行かない場合」

の「予定」や「場合」など、ごく限られているよう

だ。そんなわけで、大学の日本語コースの一年生が、

学年の終わりの作文に、よく行くすし屋の主人のこ

とを「彼のつくったりょうりの食さいは、彼のつっ

たさかなです。これはこのすし屋にんきがあるのひ

みつです。」と書いたのを見つけた時には、思わずよ

くやったと褒めてやりたい気持ちになった。名詞修

飾節を三つ使った上、最後の文は、助詞の欠落や余

計な「の」があるものの、立派な「外の関係」の節

を含んでいるからだ。本当にこのすし屋が気に入っ

ているのだな、「ひみつ」を修飾する表現はアニメや

漫画ででも覚えたのかな、と私までちょっと楽しい

気分になった。 

 人称代名詞や固有名詞が被修飾名詞になっている

ものも、日本語ではよく使われる。「英語ができない

私」や「カナダから来たマケインさん」等がそうで

ある。ちなみにこの拙論の最初の文の節は、意図し

たわけでもないのだが、固有名詞「楊先生」が長っ

たらしく修飾されたものだ。この手の名詞修飾節も

日本語の教科書にはあまり現れない。数尐ない例と

しては、「どうしてもその映画を見たかった私」

(J-Bridge II) や「そう考えているあなた」(Yokoso! 

II) 、それに「こまったのび太くん」(げんき II) や

「さくらアパートに住んでいるリー」(Nakama II) 

など（かっこ内は教科書名）。英語なら、名詞修飾節

を使わずに二つの文でだれがどうしたかを表すとこ

ろだろう。 

 これは聞いた話であるが、複合名詞句構造の研究

で著名な松本善子氏が日本に帰国された時、テレビ

番組で「～するよゲーム」や「～しようコーナー」

のように、終助詞や文末モダリティが使われた修飾

節を見てびっくりしたとおっしゃっていたそうだ。

こうなると、日本語の名詞修飾節というのは、英語

等に比べ「なんでもあり」とまではいかなくとも、

かなり自由が利く文法項目であると言える。 

 ところが、先日テレビを見ていたら、おもしろい

宣伝文句に気がついた。それはある大手の食品会社

の缶詰スープのコマーシャルで、“the soup that eats 

like a meal” というもの。一家のお父さんらしき人

物が、このスープは（大切りにした牛肉や野菜がふ

んだんにゴロゴロ入っているため）うちでは代々ス

プーンではなくてフォークで食べています、と誇ら

しげにカメラに語りかけている設定である。「へえ、

英語でもこんな言い方をするんだ」と思い、英語で

は普通できない言い方を巧妙に使って宣伝効果を狙

っているのだろうと、試しにこのキャッチフレーズ

を「ググって」みた。案の定、「食欲をなくすよう

な許されない表現ではあるが、心憎いコマーシャル

だ」というような言語学者のコメントまで出てきた。

思わず先の大関氏にメールし、「えー、英語でこん

なのもあり～？」とひとしきり盛り上がった。 

実際の言語使用はいろいろなものが出てきてお

もしろい。言葉というのは、やはり血の通った人間

がその時その時の文脈で使っているのだなあという、

あたり前のことに気づかされる。 

さて、このコーナーの次の執筆をお願いするのは、

トロント日本語学校及びトロント大学成人教育科で

教えていらっしゃるハウ博美先生である。オンタリ

オ州日本語弁論大会実行委員会で長年ご一緒し、お

互い「トロント射手座クラブ」（そういう集まりがあ

るのです）の会員でもある。どんなエッセイが拝読

できるか、今から楽しみにしている。 

 

 

執筆者のプロフィール - 山形県出身。二十数年前、敬愛するマーガレット・アトウッド氏の研究のため渡加、

クイーンズ大学より修士号取得。その後進路が大幅に変わって日本語教育に携わることになり、トロント大学

OISE より博士号取得、現在ヨーク大学日本語科助教授。 
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日本語学習者の語彙をいかに無理なく増やしていくか、これは日本語教師の大きな課題の一つです。また、学生から「何

か自分のレベルに合った読み物がありませんか」と聞かれ、年齢相応の、レベルに合ったいい読み物がなかなか見つから

ず、困ったという経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。今回ご紹介する多読教材はそのような問題に答えてくれる

と思います。― 編集部 

日本語多読研究会監修 「レベル別日本語多読ライブラリー」 

畠山衛
まもる

（米国ペンシルバニア州 カーネギーメロン大学大学院） 

 

 成人英語母語話者の語彙は数え方にもよりますが、2

万語程度（Goulden, Nation, & Read, 1990）で、そこに

いたるまで学齢期の母語話者は一年に何千語も習得し

ているとされますが、この割合は 1 語ずつとりあげて

教えていってまかないきれる量ではなく、多くは教科

学習や本等を読むことを通して付随的に習得されると

言われています（Nagy & Anderson, 1984）。読みながら

未知語に遭遇した場合、その語彙の意味を辞書を使う

ことなく文脈等から推測することによって付随的語彙

習得（incidental vocabulary acquisition）が起こることも

実際に確認されています（Nagy, Herman & Anderson, 

1985; Cobb, 2009）が、読みを通しての語彙習得はとて

も脆弱なので、習得の種が蒔かれても、何度もくり返

しその語彙に遭遇しなければ芽が出ることなく、失わ

れてしまいます（Nation, 2001）。習得が起こるのに必

要な遭遇回数は数回から 20 回以上などいろいろな説

があるものの、L2 では 10 回前後が多いようです。そ

こで多読（extensive reading）が望まれるわけです。 

 しかし、ここでもう一つの問題として、文章の既知

語彙率があります。読みを通して語彙の意味推測が可

能になるためには、その文章の語彙のうち 95％（Laufer, 

1989）から 98%（Hu & Nation, 2001）を知らないと十

分な文章理解ができないため、語彙の意味推測も起こ

りにくいという問題があります。生教材の場合、98％

の既知率を得るためには 8 千から 9 千語も必要とされ

ます（Nation, 2006）。学習者の語彙がそのレベルに成

長するまでは、文章中の既知語彙率が 95%以上になる

ように、未知語彙の出現頻度を抑えなければなりませ

ん。これらの必要性を満たす多読教材は、英語でグレ

イディド・リーダー（graded reader）と呼ばれロングマ

ン、オックスフォードなどメジャーな出版社から出て

います。 

 日本語では今世紀になってやっと出てきたところで

すが、その代表的なものが今回紹介する日本語多読研

究会監修による『レベル別日本語多読ライブラリー』

（http://www.nihongo-ask.jp/tadoku/）です。レベルは 0

から 4 まで 5 段階あり、Level 0（入門、語彙 350 語、

400字/話）、Level 1（初級前半、4級、語彙350語、400-1500

字/話）、Level 2（初級後半、4-3 級、語彙 500 語、1500-2500

字/話）、Level 3（初中級、3 級、語彙 800 語、2500-5000

字/話）、Level 4（中級、3-2 級、語彙 1300 語、5000-10000

字/話）となっています。レベルごとに 2-3 セットあり、

一つのセットに 5 冊入っています。各セットには朗読

CD もついています。漢字はすべて振り仮名が、レベル

3 までにはカタカナにも振り仮名がついています。こ

れまで主教材のテーマにあったものをこのライブラリ

ーの中から読ませてみたことがありますが、話題が共

通しているため、語彙の重なりもあり、既に一本目の

文章を読んでおり背景知識があるぶん、学習者には読

みやすかったようです。また、個人の興味に忚じて自

分で選ばせて読ませるようにしてもいいと思います。

多読は万能薬ではないものの、語彙習得、読みのスピ

ード向上、動機付けなどの利点があり（レイノルズほ

か、2003）、できる範囲で取り入れてみる価値のあるも

のだと思われます。

教材紹介 

http://www.nihongo-ask.jp/tadoku/
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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 

 

CAJLE 2011 年度上半期活動報告 

書記 ウッド 弘枝 

 

I. 理事会担当報告と承認事項  

2011 年 1 月 9 日〜21 日 翻訳・ネイティブチェックの外注（理事会承認） 

  ほぼ全員の理事から外注の内容は可能な限り翻訳ではなく校正を主体とするという承認（または条件付承認） 

  を得た。 翻訳・校正担当者：Caitilin Griffiths（ケートリン・グリフィス）氏 

 

1 月 14 日 CAJLE2011 大会準備途中報告 

  大会実行委員代表のラム氏より 2011 年度年次大会日程及び大会プログラム内容が報告された。   

  大会実施期間： 2011 年 8 月 5 日（金）～ 2011 年 8 月 7 日（日） 

  大会実施地：  University of Regina, Saskatchewan 

  大会テーマ：  「日本語教育文法・コミュニケーション教育を考える」 

   “Exploring on Pedagogical Japanese Grammar and Teaching for Communication”  

         

2 月上旬 年次大会の参加費（理事会承認） 

  開発企画部からの提案を受けて大会実行委員により本年度の大会参加費が設定され、承認された。 

   

2 月 11 日 J-GAP（日本語教育グローバル・アーティキュレーション・プロジェクト）の報告と承認 

  有森氏より J-GAP カナダの活動目標、計画の報告があった。 

  各国の活動状況詳細は：http://j-gap.wikispaces.com/を参照のこと。 

 

  モデル地区における J-GAP 活動の決定は J-GAP 委員会（有森、大江、永富の三氏が昨年の理事会 

  で決定）が行う。（理事会承認） 

     

2 月 11 日 年次大会への出店料及び旅費援助プログラムについて（理事会承認） 

  開発企画部チーフ下野氏より下記の提案があり、承認された。   

    1) 年次大会においての出店費を一律 100 ドルとする。これ以上の額を頂く場合はその中から出店費を 

  除いた差額を寄付とみなす。この寄付に関しては 2) に設ける「旅費援助プログラム」設立のための 

  寄付とみなす。 

  2) カナダ内日系企業を対象の中心とし、「旅費援助プログラム」設立のための募金活動をする。 

 

5 月 9 日 年次大会への出店料及び旅費援助プログラムについて 

  2 月 11 日の理事会で承認後、開発企画グループは旅費援助のスポンサーシップを募るための準備を 

    続けてきたが、三月の東北大震災、それに続く日本企業の動向をふまえ 2 月の承認事項は下記のように 

    変更したという報告が下野氏よりあった。 

mailto:CAJLE.PR@gmail.com
http://j-gap.wikispaces.com/
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   1) 年次大会において日本語教育関係情報に関する営業を目的とする展示希望団体・企業あるいは個人に 

対し、一律、「非会員参加料 130 ドル」を要求する。内容は、出店の権利と一人までの大会参加費となる。 

2)「旅費援助プログラム」に関しては、現在の日本企業の状態を鑑み、本年度の年次大会への助成依頼は控

えることにした。来年度の大会に備えては、経済景気の動向を考慮しながら、企業への働きかけが再開でき

るように願っている。 

5 月 30 日 

上記の 1)に関し、出店費という名目 では NPO のステータス上問題が生じることがあるので非会員参加料の

徴収とする、との追加報告があり、再承認された。 

 

II. 部会活動 

部会・教師会活動ページ（p.9）を参照のこと。    

 

III．ジャーナル CAJLE 

4 月下旬にジャーナル編集員の下條氏より以下の報告があった。 

今年度は昨年のバンクーバー大会の招聘講師からの寄稿論文 3 編に加え、新たに 12 編の投稿論文を受け付

けた。今夏発行予定の 12 号の掲載は寄稿論文に加えて投稿論文の計 6 編となる。12 号は、例年通り年次大

会での配布（大会不参加の会員には郵便送付）を予定している。 

ジャーナル CAJLE に関する投稿規程等はホームページ（http://cajle.info/publications）を参照のこと。 

   

IV. 今後の活動案内   

2011 年度年次大会：詳細は CAJLE ホームページ（http://cajle.info/annual_conference）を参照のこと。   

 

2011 年年次総会 

日時： 8 月 5 日（金）午後 5 時～6 時 

場所：レジャイナ大学キネシオロジーセンター185 号室(CK185) 

 

年次大会及び年次総会には、昨年に引き続き多くの皆様の参加を期待したい。

 

 

国際交流基金コーナー 

 
 

国際交流基金 日本語教育支援プログラムについて 

齋藤 典子（ジャパン・ファウンデーション・トロント、以下 JFT） 

永富 あゆみ（日本語教育アドバイザー） 

 

国際交流基金公募プログラムや JFT 日本語教育ロー

カルグラントプログラムなどの支援プログラム情報

は、毎年、ウェブサイトや電子メールでご案内して

おります。次回忚募を検討される際のご参考までに、

2011-2012 年度（2011 年 4 月 1 日-2012 年 3 月 31 日）

の日本語教育関連のプログラムを簡単にまとめてみ

http://cajle.info/publications
http://cajle.info/annual_conference
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ます（2012 年度以降も全て同じとは限りませんので

ご留意ください）。 

 

● 国際交流基金公募プログラム 

2010 年 9 月中旬プログラムガイドライン公開→2010

年 12 月 1 日申請書提出締切り（忚募先は最寄の在外

公館、オタワを除くオンタリオ州は JFT）→2011 年

4 月採否結果通知 

 

 カナダから申請可能な日本語教師向けプログラム

は「海外日本語教師上級研修」「海外日本語教師研修

（長期・短期）」です。日本語国際センター（さいた

ま市）で行われ、宿泊費（センター宿泊施設）、食費、

滞在中の健康保険などが負担されます（日本語を学

習する研究者、大学院生等の専門家向けプログラム

は「専門日本語研修」で、関西国際センターにて行

われます）。 

 同教師研修の申請は、海外で日本語教育を行う教

育機関からのみ行うことができ、同研修参加者の要

件は、申請機関と雇用関係にある日本語教師で帰国

後も当該機関に引き続き勤務することが決定してい

ることが必要です。なお、現在学生の方、日本語教

師として教育実習中の方は対象となりません。その

他、プログラムごとに日本語能力、日本語教授経験、

過去の国際交流基金関連の助成研修の有無、年齢等

に つ い て も 規 定 が あ り ま す の で 、 詳 細 は

http://www.jpf.go.jp/j/program/index.htmlをご参照くだ

さい。 

 

＜海外日本語教師上級研修*＞ 

期間：約 2 ヶ月、10 月頃～12 月頃 

内容：申請時に提出された課題実現や問題解決につ

いての計画書に基づいて、授業、個人（チーム）指

導や研修生間の議論を通じて研究活動を進めていき

ます。 

*日本語母語・非母語話者を問いませんが、日本語能

力試験 1 級程度の能力が必要です。 

＜海外日本語教師研修*＞ 

期間：長期（約 6 ヶ月、9 月頃～3 月頃）、短期（約

2 ヶ月、春・夏・冬の年 3 回） 

内容：日本語能力ブラッシュアップ、教授法、文化

プログラムなど。 

*日本で義務教育を受けた方は忚募できません。 

 

● ジャパン・ファウンデーション・トロント（JFT）

日本語教育ローカル・グラント・プログラム 

http://www.jftor.org/language/NewPrograms2011.php で

詳細公表中→2011 年 7 月 1 日申請書締切り（JFT へ）

→2011 年 8 月採否結果通知 

 

助成プログラムの内容は以下のとおりです。 

 

 弁論大会、学習者奨励活動助成 

弁論大会、発表会、ディベート大会等、学習者

の動機付けや、周囲の日本語教育への関心を喚

起することを目的とした催しの実施経費の一部

を助成 

 

 謝金助成 

新規に日本語講座を立ち上げる、または講座数

を増やすにあたって、その日本語講師の謝金の

一部を助成 

 

 教材購入、日本語教育リソースセンター設置

助成 

日本語講座を行うにあたって、日本語教師が必

要とする教材・副教材の購入に係る経費の一部

を助成（教材資材（現物）を基金が日本から購

入・送付することはできません） 

 

 会議助成 

日本語教師を対象としたセミナー、ワークショ

ップ、シンポジウム、研修会等の開催経費の一

部を助成 

 

 教材制作助成 

カリキュラムやニーズに合った教材の制作・出

版に係る経費の一部を助成 

 

 

http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html
http://www.jftor.org/language/NewPrograms2011.php
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 学会、教師研修会等参加支援 

日本語教師研修等がほとんど実施されておらず、

研修会、学会等への参加の機会が非常に限られ

てしまう地域の教師に対し、他地域で行なわれ

る日本語教師研修会、学会等への参加を支援 

 自由企画事業 

申請機関・団体が企画する日本語教育の推進や

日本語教師の養成に必要な事業の実施経費の一

部を助成 

 

 

・・さて、まさに光陰矢のごとし、着任したのがついこの間のことのように思われますが、国際交流基金派遣日

本語教育アドバイザー交代の時期となりました。教師研修一つをとっても、こちらが勉強させていただくことば

かり、本当にお世話になりました。色々な州の様々な日本語教育機関にお邪魔する機会を得て、皆様にあたたか

くご教示いただきましたこと、この場を借りて心よりお礼申し上げます。また、8 月からは米国ブラウン大学に移

りますので、今後も北米にて皆様にお目にかかれますことを楽しみにしております。（永富あゆみ） 

 

 

 

編集後記 

 

◆多読ライブラリーと言えば、去年日本への留学を終えて帰って来た学生が、とても面白い授業を受けたと

言ってこのシリーズを貸してくれました。毎回一冊宿題として読み、クラスディスカッションで内容理解を

深めたそうです。「日本語の小説は敷居が高いと思っていたけど自信がついた」と、今では本物の小説にチャ

レンジしています。学習者の日本語力と知的レベルの両方を満足させる読み物を見つけるのはなかなか大変

ですが、このレベル別シリーズは書き下ろしの他に名作の “abridged version” もあるようで、これは読書マラ

ソンや貸し出しの本として小中高の日本語学習者にもお勧めできるのではないでしょうか。難なく読めて面

白いと思える本を自分でどんどん読み、どんどん知識を吸収していってほしいと願います。こちらにもリス

トがありました。http://www.nihongo-yomu.jp/yomimono.html ご参考までに。多読の彼はこの夏再び日本へ行

きます。海を隔てて、私も日本のことを思い、自分に何ができるのか模索しながら日々を過ごしています。

安袁岐＠王町 ◆今年も１年が終わり、ほっと一息。今年の夏は日本ですが、節電をしないといけないので、

例年になく暑い夏になりそうです。震災後の日本が実際どうなっているのかずっと心配だったので、早く帰

りたいです。詩葉多＠普林斯頓 ◆日本の外で日本のことを思って止まない人たちと、迷走を続ける日本の

政界との温度差を感じる昨今です。今夏彼の地での台風の勢いや照りつける日差しが、せめて例年より穏や

かであることを祈っています。会員の皆様、８月レジャイナでお目にかかりましょう。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 

http://www.nihongo-yomu.jp/yomimono.html
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 3G7, 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 3G7, 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

