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会長のことば 

 

会長  大江 都 

 

“春過ぎて 夏来たるらし 白妙の…” 早いですね、

もう六月。皆様の衣替えはお済みですか。ハイスピー

ドで、多分にバーチャルな 21 世紀の暮らしを営む私た

ちも、時にいにしえの歌のように、目の前にある季節

の移り変わりに心を動かされますね。 

 CAJLE の夏の行事、年次大会もいよいよ間近に迫っ

てまいりました。実行委員長の下野香織氏による

「CAJLE2012 年次大会ご案内」にあるとおり、今年度

の大会は、カナディアン・ロッキーにあるバンフにて

開催される予定です。言うまでもなく、バンフ国立公

園は世界有数の名勝地。雄大な自然に抱かれたバンフ

の街にある素敵なリゾート・ホテルが、今大会の会場

に選ばれました。CAJLE の年次大会は、これまでトロ

ント以外ではほぼ全て、大学の施設をお借りして開催

されてきましたから、今年は新しい試みです。いつも

より少し優雅な、少しリッチな雰囲気の中で皆様と相

まみえ、大会テーマの「理論と実践の提携」を論議す

るのも、また素晴らしい体験になることでしょう。 

 大会企画のほかに、CAJLE ではこの一年、二つの大

きなプロジェクトが進行し、また一歩前進いたしまし

た。それぞれ、ニュースレター本号に紹介の記事があ

りますが、一つは新ウェブサイトの開設、もう一つは

ジャーナル CAJLE の電子化です。すでにご覧になっ

たかと思いますが、「全カナダ日本語弁論大会」と併設

という形で、CAJLEのウェブサイトが一新されました。

下野香織氏のご尽力により、国際交流基金からの助成

金も得て実現の運びとなった次第です。まだ未完成の

部分もありますが、理事各部署の協力の下に、さらに

充実したウェブサイトにしていきたいと考えます。 

 一方のジャーナル出版は、今年度発行の第 13 号から

電子化される予定です。紹介記事の説明にある通り、

電子版への移行によって得られる利点は多大です。チ

ーフの下條光明氏を始めとするジャーナル編集チーム

の努力に、改めて感謝いたします。13 号の発行が楽し

みですね。 

 一点、会員の皆様にお詫びし、ご報告しなくてはな

りません。昨年の年次大会総会において、「2011-2012 

予算案」に関していくつかの問題点が指摘され、予算

案の見直し・再提出が求められておりました。たいへ

ん遅れ馳せではありますが、ニュースレター本号に

「2011-2012 修正予算案」及び今後に向けての財政改

善策を記載いたしました。何卒、ご一読、ご検証くだ

さるようお願い申し上げます。 

さて、本格的な夏に向かい、皆様はどんなご予定で

すか。私は、盛夏、CAJLE 年次大会の直前まで日本で

過ごす予定です。昨年に続き、震災後の日本では猛暑

に加え節電で、なかなか大変かと思います。そこで、

最後にもう一首、万葉集から。 

 

石麻呂にわれ物申す  

 夏痩に良しといふ物ぞ  

 鰻取り食せ   

― 大伴家持 

 家持氏のアドバイスに従って、暑さに負けぬよう鰻

をいただき、バンフの年次大会では元気いっぱいで、

皆様にお目にかかりたいと存じます。皆様も、よい夏

を過ごされますよう。 

 

     [編集部より訂正]     前号の目次に一部誤りがありましたので、訂正いたします。  

       （誤）ヤマサ （正）YAMASA 

         関係者および読者の皆様にお詫び申し上げます。  
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CAJLE2012年次大会ご案内 

CAJLE 2012 大会実行委員長 下野 香織  

 

 皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年度大会開

催地であるアルバータ州では今年は例年になく暖冬

だったのですが、そのつけが回って来たかのように、

5 月になってもしばらく暖かくならず、中旬になっ

てようやく春、あるいは一気に夏のような気持ちの

いい季節を迎えています。これから大会が予定され

ている 8 月上旬は、一年の中でも一番天気が安定し

た時期で、暑くなっても 30 度前後、湿度も低く、と

ても過ごしやすい季節です。 

 今年の年次大会はバンフにて 8 月 2 日（木）と 3

日（金）の二日間の開催を予定しております。今大

会は「理論と実践の提携」をテーマとし、基調講演、

研究発表や研修会を通じ、理論に基づいた授業設計、

そして実践データに基づいた研究とは何か、それら

の必要性と取り組み、といったことについて話し合

い、大会参加者が積極的に意見交換できる機会にな

ればと思っております。大会初日午前に予定されて

おります基調講演には、『なかま』の共著者でもいら

っしゃる広島大学の畑佐由起子教授をお招きし、「理

論と実践の間のギャップはなぜ問題なのか：課題と

取り組み」という演題でお話しいただきます。 

 二日目には、国際交流基金派遣日本語上級専門家

で、現在日本語教育アドバイザーとしてアルバータ

州教育省にいらっしゃる平田好
よしみ

先生とジャパン・フ

ァウンデーション・トロント日本語教育アドバイザ

ーのトウカー（高橋）はる代先生のお二人に「第二

言語習得理論をもとに教師は教室で何ができるのか」

をテーマとした教師研修会をお願いしています。こ

の研修会はワークショップ形式で、第二言語習得の

メカニズムに関する理論を検証しながら、教育現場

での実践指導に結びつけるための方法を中心にご指

導いただきます。この他に、二日目の午後には、異

なるレベルの学習者や様々な日本語教育機関に携わ

っていらっしゃる大会参加者の皆様が、大会テーマ

に限らず、日頃の疑問やなかなかいい解決法を見い

だせないでいることなどについて、自由にご意見・

ご質問を出し合っていただけるセッションも設けて

おります。また、32 本の研究発表が予定されており、

とても内容の充実した大会になっております。  

 バンフは、カルガリー空港（夏期は成田空港から

直行便もあります）からバスで一時間半、ユネスコ

の世界遺産にも登録されている北米有数のカナディ

アン・ロッキー山脈観光の中心地にあります。大会

の予定されている 8 月 2 日〜3 日は、連休（月曜日

がヘリテージ・デー）の直前に当たるため、ホテル

はかなりの混雑が予想されます。今大会参加者を対

象に、大会会場となっている Banff Park Lodge と、

そこから徒歩５分の Driftwood Inn で特別宿泊料金

を用意しております。部屋も 6 月上旬まではいくつ

か押さえてありますが、特別料金のお部屋の数には

限りがありますので、ご希望の方はできるだけ早く

ご予約なさるようお勧めします。相部屋のご希望も

受け付けておりますので、詳細をウェブサイト

(www.cajle.info)でご確認の上、お早めにお申し込み

ください。尚、参加登録もオンラインで受付中です。

大会に関するご質問は cajle2012@gmail.com までお

寄せください。   

大勢の皆様のご参加を大会実行委員会一同お待ち

しております。 

  

CAJLE2012年次大会 

http://www.cajle.info/
mailto:cajle2012@gmail.com
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特集記事 

 

去年 CAJLE年次大会（レジャイナ大学）で教師研修 III を担当していただいた片岡裕子先生に、研修内容を特別に書き下

ろしていただきました。豊かな多様性と限られたリソースを有効に使うための｢区別化した指導｣とは？ ― 編集部 

 

日本語のクラスでの区別化した指導 

片岡 裕子（カリフォルニア州立大学ロングビーチ校）  

 

はじめに 

大学、高校、土曜学校などプログラムの種類を問わず、

日本語のクラスは、様々な言語・文化背景を持ち、ま

た日本語運用力レベルの異なった学生・生徒から成り

立っている。その多様性ゆえに学習者はお互いから学

び合えることが多い反面、特に中級以上では同一クラ

ス内での日本語運用力レベルのばらつきが非常に大

きくなり、クラスの全員が同じ授業を受け、同じ練習

をしていたのでは、どの学習者にとっても効果的な学

習が期待できないというジレンマがある。そのような

状況で、もっとも時間を有効に使い、学習者個人個人

が言語力を伸ばせる方法として、「区別化」がある。 

 

区別化とは何か：教育における平等性 

学習者はそれぞれ違った個人であり、学び方も同一

ではない。平等とはすべての学習者を同じように扱

うことではなく、それぞれの学習者に有効かつ最適

な方法で学ぶ機会を与えることである。すなわち、

個々の学習者のニーズに応えることが真の意味での

平等な教育であるという考え方が区別化の大前提で

あり、基本となる。 

 

「区別化された授業」は個々の学習者の 1) レディネ

ス（一定の知識や経験があり、次の段階での学習準

備ができているか）、2) 興味（学習内容、種々のス

キル）、3) 学習ニーズの違いを知り、教師がそれに

応えるべく行なう授業である。学習ニーズは、レデ

ィネスや興味によっても異なる。学習プロファイル

（学習スタイル、動機、興味、性格など）、背景（文

化的背景、母語の違いやこれまでの学習歴を含む言

語背景、家族背景、ディスアビリティー、特別の才

能など）、学習のペース（スピード、認識力の違い）

などがそのニーズの違いをもたらす。あるクラスに

おける最終的なゴールは同じであっても、学習者全

員が全く同じ授業を同じ方法で受け、全く同じアセ

スメントで評価されるのではなく、学習者によって

調節されるものである。 

 

何を、どうして区別化するのか。 

区別化は大きく分けて 1) 内容、2) プロセス、3) プ

ロダクトで行なうことができる。内容に関しては、

最終的なゴールは同じでも、そこに至るまでの毎日

の学習目標や目標を達成するための手段などを違え

ることができる。またプロセスにおいては、活動や

教材を変えたり、簡単なタスクから複雑なものまで

を用意したりすることができる。例えば、学習目標

の基本的なことは全員に要求しそれ以上にレディネ

スのある学習者には複雑な語彙やタスクなどを与え

る、マルティプルインテリジェンスに基づいた種々

のタスクや活動を行なう、学習者のレディネスや興

味によって分けられたクループによる活動をする、

足場作りのタイプや量を調節する、などがある。プ

ロダクトの種類は単一にせず、例えば、発表、レポ

ート、ポスター、ジャーナルなどから学習者がいく

つかを選んで行ない、それを評価するというのも一

案である。 

 

区別化における評価 

評価は、学期の初めと終わりのみではなく常に行な

う必要がある。また評価は学習者の文化的背景、言
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語運用力、認識力等を考慮した上で、クラスで学習

したことを個人の長所を最大限に活かせる方法で行

なう。その例としては、評価ツールやタスクを数種

類用意し、その中から学習者が自分の学んだ事を一

番良く表せるものを選択する、学習者がアセスメン

トを作る、仲間評価をおこなう、などがある。個々

の学習者が学んだことが評価されるように、複数の

ルーブリックを用意するのもよい。また、学期の初

めと終わりに評価を行ない、2 つの結果を比較して

個々の学習者がどの程度伸びたかで成果を判断する

こともできる。 

 

日本語のクラスにおける区別化の例 

中／上級の読みのコースで、決められた課題の他に

自由課題の読み物を自分の専攻に関係のある分野や

興味のあるトピックから選ばせ、内容、難易度、長

さなどがその学生に適切であると教師が判断した場

合にそれを読んで発表するというプロジェクトはそ

の一例である。期末試験での短いエッセイを書かせ

る際に、トピックを例えば 6 つ与え、その中から自

分に書きやすいものを 4 つ選んで答える、などとい

う選択もある。あるいは、プロチーブメントテスト

のオーラルインタビューで、基本的な質問は全員に

し、最初から高レベルで入ってきた学生には、多く

の突き上げを用意して、様々な質問に詳しく答える

ことを要求するのも一方法である。 

 

区別化の問題点 

区別化を行なうには、教師側にかなりの準備が必要

である。授業開始時に学習者のレディネス、興味や

学習スタイルを知っておく必要がある。また、最初

に予定していた授業内容がその年の学習者に合わな

い場合は臨機応変に対処しなくてはならない。クラ

ス内容全てを区別化する必要はないが、教師には負

担がかかることが問題である。しかしそのような問

題点を考慮に入れても、多くの学習者が個人相応に

出来る限りの日本語力をつけ、自信を持つことがで

きれば、教師の努力は報われるのではないだろうか。 

 

 

オンラインで読める参考文献 

 

Differentiation Central. 

http://www.differentiationcentral.com/videos.html 

 

Hall, T., Strangman, N., & Meyer, A. (2003). 

Differentiated instruction and implications for UDL 

implementation. Wakefield, MA: National Center on 

Accessing the General Curriculum. Retrieved May 8, 

2012 from  

http://aim.cast.org/learn/historyarchive/backgroundpaper

s/differentiated_instruction_udl 

 

Theisen, T. (2002). Differentiated Instruction in the 

Foreign Language Classroom: Meeting the Diverse 

Needs of All Learners. LOTE CED Communiqué: Issue 6. 

http://www.sedl.org/loteced/communique/n06.pdf 

 

Tomlinson, C. A., (1995). Differentiating instruction for 

advanced learners in the mixed-ability middle school 

classroom. ERIC Digest E536.  

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/s

ervlet/ERICServlet?accno=ED443572 

 

Tomlinson, C.,& Strickland, C. (2003). Differentiation in 

Practice: A Resource Guide for Differentiated 

Curriculum (grades 9-12). Alexandria, VA: Association 

for Supervision and Curriculum Development. (First 96 

pages available at  

http://books.google.com/books?id=OiKfhxJ-np8C&pg=P

A249&dq=Tomlinson,+C.,%26+Strickland,+C&hl=en&s

a=X&ei=Q6moT5-ONKqWiQKG8YDfAg&ved=0CDU

Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false) 

http://www.differentiationcentral.com/videos.html
http://aim.cast.org/learn/historyarchive/backgroundpapers/differentiated_instruction_udl
http://aim.cast.org/learn/historyarchive/backgroundpapers/differentiated_instruction_udl
http://www.sedl.org/loteced/communique/n06.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED443572
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED443572
http://books.google.com/books?id=OiKfhxJ-np8C&pg=PA249&dq=Tomlinson,+C.,%26+Strickland,+C&hl=en&sa=X&ei=Q6moT5-ONKqWiQKG8YDfAg&ved=0CDUQ6AEwAA%23v=onepage&q&f=false)
http://books.google.com/books?id=OiKfhxJ-np8C&pg=PA249&dq=Tomlinson,+C.,%26+Strickland,+C&hl=en&sa=X&ei=Q6moT5-ONKqWiQKG8YDfAg&ved=0CDUQ6AEwAA%23v=onepage&q&f=false)
http://books.google.com/books?id=OiKfhxJ-np8C&pg=PA249&dq=Tomlinson,+C.,%26+Strickland,+C&hl=en&sa=X&ei=Q6moT5-ONKqWiQKG8YDfAg&ved=0CDUQ6AEwAA%23v=onepage&q&f=false)
http://books.google.com/books?id=OiKfhxJ-np8C&pg=PA249&dq=Tomlinson,+C.,%26+Strickland,+C&hl=en&sa=X&ei=Q6moT5-ONKqWiQKG8YDfAg&ved=0CDUQ6AEwAA%23v=onepage&q&f=false)
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ナショナル・スタンダーズの５Cのひとつに Communitiesがありますが、皆様の教育機関では、日頃の日本語教育にどの

ように Communitiesを取り込んでいますか。今号では特集記事２として、地元の日本人・日本語コミュニティーに学習者を

協働・参加させるマギル大学日本語コースのプロジェクトをご紹介します。 ― 編集部 

 

マギル大学における「悩みシューティングプロジェクト」 

ジェン・ウィルキンソン（化学工学専攻 2 年）、ヴァネッサ・チャン（神経科学専攻 1 年） 

アントニ・バロ（東アジア研究専攻 2 年）、米本 和弘（第二言語教育専攻大学院生） 

 

マギル大学の日本語レベル 2 は一般的な日本語のカ

リキュラムでは初級後半にあたり、130 時間程度の

学習を終えた学習者を対象としています。ここでは、

本コースで今年行った「悩みシューティングプロジ

ェクト」についてご紹介します。 

 

毎月、クラスで一緒にココモントリオール

(http://blog3.cocomontreal.com/)という新聞の読者か

らの悩みを一つ読み、四人ずつのグループで相談し、

どんなアドバイスをしたらいいかを考えます。考え

るとき、レベル 4 の学生のアドバイスも聞き、一緒

に話し合いました。その後で、グループでアドバイ

スを書きます。ココモントリオールには一つアドバ

イスが載って、他のアドバイスはブログ

(http://east340mcgill.blogspot.com/)に載ります。冬学

期は各グループが自分たちのアドバイスについて小

さい発表をしました。 

 

ヴァネッサ：このプロジェクトはとても面白いです。

プロジェクトについて話し合う時、みなさんはアイ

デアがたくさんあり、クラスの意見が全然違うこと

もあります。その意見を日本語ではっきり説明する

のはちょっと難しいけど、たくさん練習できました

から、嬉しかったです。みなさんは経験がたくさん

あるし、日本語だけでなく問題解決の方法も習いま

した。四年生たちと相談したのはいい経験だったと

思います。四年生の意見も面白くて、たくさんの方

法と経験を出してくれたので、私たちは助かりまし

た。さらに、悩みを相談する時、日本の文化も少し

勉強しました。例えば、モントリオールでワーホリ

をしていた大学生の悩み相談の時、日本の就職活動

について話しました。私は日本とカナダの文化の違

いに興味があるから、その部分が大好きでした。 

 

アントニ：プロジェクトはとても楽しいです。毎月

クラスで悩みを読んで、グループでアドバイスを書

きます。それは意見を表すために良い経験だと思い

ます。それに、学生の日本語はそれぞれ全然違いま

す。例えば、ある学生は漢字がたくさん分かって、

文法はあまり上手ではありません。でも、他の学生

は反対ですから、グループでアドバイスをする時に

自分の能力を使ってクラスメートと話し合うことが

できます。一緒にアドバイスを作りますから、グル

ープのアドバイスのほうが自分で作るよりよくなり

ます。時々マギル大学の日本語の四年生とも話しま

した。グループで発表をするとき、四年生は質問と

コメントを作ってくれますから、私達も意見が言え

ます。それは大切だと思います。相応しいコメント

があると、アドバイスがもっと良くなります。先週、

誰かがブログに書いたコメントはちょっと強かった

です。その人は私達のアドバイスが好きではありま

せんでしたから、もう一度クラスで答えるかどうか

話しました。私達は「良かった、人々が私達のアド

バイスを読みました」とか「残念、人々は私達のア

ドバイスが好きではありません」とか考えました。

私はそれがいいと思います。それはいい答えを作る

チャンスです。ココモントリオールでは 200 字だけ

使うことが出来ますけど、ブログでは強くて長い答

えが書けます。いい練習です！ですから、このプロ

ジェクトはとても楽しいと思います。 

http://blog3.cocomontreal.com/
http://east340mcgill.blogspot.com/
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ジェン：私の意見では、悩みのプロジェクトは二年

生にとって良い課題でした。私は秋学期が始まった

時に日本人と悩みについて話すことができなかった

から、プロジェクトから得ることが多かったです。

また、アドバイスを書く時に授業で習った文法と単

語を使えるので、文法の使い方にもっと自信を持つ

ことができました。プロジェクトの中で、有用で丁

寧なアドバイスを書くのは一番難しいことですが、

それが日本語で一番大事なことかもしれません。私

たちはプロジェクトの前にその日本文化の部分をあ

まり勉強しなかったからすごく面白いです。そして、

グループメンバーと悩みについて話し合う時に私た

ちの意見が時々全然違うので、新しい視点が入って、

悩みの相談がもっと面白くなります。けれども、ア

ドバイスは新聞に掲載しているから 200 字の制限も

あります。文字の制限と有用で丁寧なアドバイスの

要件が相まって素晴らしい課題だと思います。 

 

まとめ 

このプロジェクトはとても面白かったです。しかし、

ある部分がふさわしくなかったと思います。例えば、

主題が家庭内暴力のとき、二年生にはちょっと難し

いと感じました。ココモントリオールからもらう悩

みを私たちは選べないけど、クラスで話す前にもっ

とふさわしい主題を探すのが大切だと思います。そ

れに、200 字以下で意見を表すのはいいチャレンジ

でしたが、時々学生は深い意見が書きたいとき、文

法がよくないので、たくさん文を書かなければなり

ません。もし 500 字以下で作文を作れれば、悩みの

意味が本当に理解することが出来るかもしれません。

難しい部分もあるのですが、たくさん単語と文法を

習って、言いたいことをもっとはっきり表現できる

ようになりました。こんな経験ができたのはよかっ

たです。 

 

 

部会情報 

 

CAJLE アトランティック部会報告 

西島 美智子 

 

 アトランティック部会は、2011 年 11 月から 5 回

にわたって、「日本語を教えることを考える」と題す

るワークショップを開催しました。大学で日本語の

チューターをする学生、個人的に日本語を教えてい

る人、そして自分の子どもに日本語を教える人たち

などを対象に、母語である日本語を見直し、どのよ

うに日本語学習者や子どもを指導していくのが良い

かについて、一緒に考える機会としました。 

 会場はフレデリクトンにあるニューブランズウィ

ック大学で、各回とも、2 時間の予定を延長しての

勉強会となりました。全回を通して西島がリーダー

を務めましたが、第 2 回目と 4 回目には大江氏の応

援もありました。また、最終回には、ジャパン・フ

ァウンデーション・トロントのトウカー（高橋）は

る代先生においでいただきました。各回の内容は以

下のとおりです。 

(1) 日本語の特徴：難しいこと、易しいこと 

 言語技能と個人差について 

教えること／教えなくていいこと（学習の目

的、レベル） 

 教材／資料 

(2) カナダそして世界における日本語教育／ 

 CAJLE について（大江） 

 日本語の発音と指導について 

 文型（語順）の教え方の一例（大江） 

(3) 日本語の語彙 
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 多様な表現形式について（どう使い分けるか） 

 文法（語順、動詞のさまざまな形、助詞） 

(4) 待遇表現とは 

 敬語の分類、導入（初級レベルから）と指導 

 について 

 動詞の一覧とドリル（大江） 

(5) 継承語としての日本語教育 

 バイリンガル教育で大切なこと 

 各回とも、10〜15 名の参加者があり、車で 2 時間

かけて来られた方々もいらしたのが印象的でした。

今回のワークショップを通して、母語である日本語

について改めて知識を整理し、上手に教えることの

大切さを認識していただく機会になったことは、と

ても意義があったと思います。また、参加者からの

希望が多かった、継承語として日本語をどう教えた

らいいか、というテーマについて、トウカー先生が

大変わかりやすく説明してくださり、参加者からも

とても良かった、という感想が聞かれました。 

 

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ここ数年『日本語学習を継続

させる』（以下、『継続』）シリーズを中心に、教師間

のネットワークをつくり、プログラム間のアーティ

キュレーション（連携・連続性）の素地を築くため

の活動を行なってきました。2 周年にあたる昨年 12

月の第 8 回『継続』では「継続学習」というテーマ

に立ち返り、トロント大学のプレースメントのやり

方、日本語関連のイベントや交換留学制度などにつ

いての発表がありました。また、ここ数年北米で聞

かれるようになった学習者の減少についてのディス

カッションをしたところ、トロントおよびその周辺

でも、特に高校、生涯教育などでは学習者が減少し、

クラスの削減や閉鎖が起こっていることがわかりま

した。現時点では大学では特に減少は見られないと

いうことでしたが、今後そうなる可能性は否定でき

ず、この問題に関しては今後も継続的に話し合って

いくことになりました。会合終了後には年の瀬とい

うことで、忘年懇親会も行い、楽しいひと時となり

ました。 

3 月にはトロント新移住者協会（NJCA）主催の『汎

カナダ日本語教師合同研修／情報・意見交換会』に

オンタリオ部会から 2 名が参加し、継承語教育の先

生方を中心とした参加者の皆さんに『継続』の活動

を紹介しました。 

5 月の第 9 回『継続』では趣向を変え、George S. 

Henry Academy（高校）の Japan Day という学校行事

を見学しました。『継続』を始めた当初からいずれは

学校訪問もしたいという希望があり、今回それが実

現しました。十数年の歴史を持つこの全校挙げての

イベントは日本の学校の文化祭と運動会を合わせた

ような内容で、J-POP や踊り、着物ファッションシ

ョーなどの生徒による出し物のほか、日本文化に関

する講演や、太鼓の演奏、居合道のデモンストレー

ション、二人三脚など盛りだくさんで、生徒たちが

日本文化を楽しみながら学ぶ様子が見学できました。

他の学校の取り組みを知ることは、自分たちの活動

のヒントにもなります。このような交流がそれぞれ

のプログラムの質の向上、学習者の増加につながれ

ばと思います。 

今年は 7 月と 12 月にも『継続』を予定しています

が、今後も活動の幅を少しずつ広げ、この地域の日

本語教育を盛り上げていきたいと考えています。オ

ンタリオ部会の活動は下記のウェブサイトに随時掲

載していきます。 

CAJLE 部会活動：

http://www.cajle.info/programs/regional-activities/ 

お問い合わせ： 

cajle.ontario@gmail.com

http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
mailto:cajle.ontario@gmail.com
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J-GAP カナダ活動報告 

有森 丈太郎 

 

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）は日本語教育グローバル

ネットワークのプロジェクトで、世界各国、各地域

における日本語プログラム、ならびに海外と日本の

プログラム間のアーティキュレーション（連携・継

続性）の達成を目的としています。カナダでは

CAJLE がこのプロジェクトに参加しており、2011 年

7 月にトロントとその近郊において、高校、大学、

民間の教師からなる勉強会を立ち上げ、2～3 ヶ月に

一度集まってオンタリオ部会の『日本語学習を継続

させる』シリーズと連動した活動をしています。 

勉強会ではアーティキュレーション達成に不可欠

な情報共有の体制を整えるために、この地域の日本

語プログラムのリストを作成し、各プログラムの詳

細情報をまとめる作業を行ってきました。この度、

その作業にも一旦の区切りがつき、4 月には CAJLE

ウェブサイト上での公開にこぎつけました。既習者

のプレースメントや、学習を続ける上での学校探し

などにお役立てください。今後、情報を増やしてい

く予定です。また、3 月にトロントで開催された AAS

（Association for Asian Studies）の年次大会では

J-GAP アメリカとのパネルディスカッションに参加

し、活動報告と意見交換を行いました。 

今年度の勉強会では、各プログラム・コースの連

続性を明らかにするために、それぞれの到達目標を

JF日本語教育スタンダード等を参考に記述していく

ことを中心に活動していきます。さらに、9 月から

10 月にかけて、大学と民間の教育機関を対象に継続

学習の実態を把握するためのアンケート調査を実施

する予定です。J-GAP の活動は下記のウェブサイト

に随時掲載していきます。 

J-GAP の活動にご興味のある方、勉強会に参加を

ご希望の方は cajle.ontario@gmail.com までお気軽に

ご連絡ください。 

J-GAP カナダ：http://www.cajle.info/programs/j-gap/ 

J-GAP Wiki： http://j-gap.wikispaces.com/ 

日本語教育グローバルネットワーク： 

    http://www.nkg.or.jp/menu-global.htm 

 

 

学会・研修会情報 

 

平成 23年度開催 汎カナダ新日本語教師合同研修会 

                     長石 芳尚（トロント新移住者協会） 

 

１．「新」が付いた汎カナダ日本語教師合同研修会開

催の経緯 

   異文化社会であるカナダでの日本語教育の一

部を構成する継承日本語教育を効果的持続的

に行なうのは環境並びに時間的な制約及び変

動が大きく容易ではない。過去十数年間 JICA

主催で BC 州とトロントで隔年ごとに開催さ

れてきた汎カナダ日本語教師合同研修会が今

回、初めての試みとして全ての手続きをトロ

ント新移住者協会（以下 NJCA）の日本語教

育プロジェクト委員会が担当する事となった

ことに由来するもので、今後共 JICA、カナダ

全土で活動する日本語教育機関との緊密な連

携と協力を得て学習者と教育者双方の福祉が

達成される道を追求出来ることを願う。 

 

２．本研修会を構成する意見交換・研修会のテーマ 

   NJCA の日本語教育プロジェクト委員会は下

mailto:cajle.ontario@gmail.com
http://www.cajle.info/programs/j-gap/
http://j-gap.wikispaces.com/
http://www.nkg.or.jp/menu-global.htm
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記をテーマとして会議および研修会・意見交

換会を開催することを決定した。 

① インターネット連絡網上で日本語授業を進め

る日常的な問題点と解決策の共有が出来ない

か。 

② インターネット連絡網を活用して異文化社会

における適切、効率的な日本語教科書の開発

が出来ないか。 

③ 隔年開催してきた JICA 主催の汎カナダ合同

研修会の開催運営方式は効率的であるか。例

えば、全参加者を一同に集めて行う方式を 

再検討する案について考える。                                                                              

④ 地元の状況に沿う講演会を実現出来ないか。 

そのために、研修会の講演内容に関して今回

は敢えて NJCA 傘下の日本語学校における授

業内容に沿った課題の中から選び、地元の日

本語学校教師を講師としてお願いした。今後

も極力、夫々地元の日本語学校が抱える課題

を研修・意見交換会の課題として取り上げる

ように全日本語教師・理事会が協力してゆく

体制を作りたい。これが地元の意欲ある日本

語教師が更に意欲を高める機会になると考え

ている。  

 

３．日程等 

① 第 1 日目：2012 年 3 月 23 日（金） 

午後 6 時半～9 時半 

参加機関組織現状報告会（これまで土曜日に

開催してきた意見交換会の実態であった現状

報告会を今回初めて前日開催して土曜日の意

見交換会を名実ともに意見交換会とすること

を計画した。） 

② 第 2 日目：2012 年 3 月 24 日（土） 

継承日本語学校 3 校の見学を可能とする日程

を選択した。 

午前 8 時半～午後 2 時半 継承日本語学校 3 校見学 

午後 5 時～午後 6 時半 講演・ワークショップ「漢

字学習を楽しく効果的にする工夫」  

 木部智美  （日修学院中等部担任）          

午後 7 時半～9 時半 日本語教師合同意見交換会 

あらかじめ下記 3 つの質問を皆さんにお送り

して回答を頂いた。多くの方から回答を頂い

たが当日の意見交換会では時間切れで充分な

検討は出来ず。今後、インターネット上で紹

介しさらに発展させることを期待したい。 

質問 ① 各学校・機関で活用しているサイトを紹介  

してください。 

   ② 大学までの日本語一貫教育をどのように

お考えですか。 

   ③ 日本語教育施設関係者を広くインターネ

ット連絡網で繋ぐことをどう思いますか。 

 

（因みに、連絡網はすでに立ち上げ済みで、参加希

望、関心のある方は下記までご連絡下さい。             

Markham224@gmail.com） 

また、新たな教育教材としての“デジタル教科書（光

村図書出版社）”を紹介した。   

 

４．結果 

 今回の合同研修会への参加呼びかけは NJCA プロ

ジェクト委員会が主体性を持ち、後援者である JICA

の了解のもと過去の枠を取り払い、日本語を教える

汎カナダ機関に対して行う方針で実施した。その結

果 15 機関から 50 名の参加者を見て 2 日目の意見交

換会での発言は多岐に及び、今後の連携に期待感を

与えてくれたことは間違いない。同時に、トロント

における継承日本語教育学校と大学レベルの日本語

教育には極端な見方をすると後述のような差がある

と気付かされたことは大きな収穫であった。しかし

良し悪しは別にして、歴然として存在する差も分析

することにより、継承日本語教育の進展に寄与する

策が見つかる可能性があると感じた 2 日間にわたる

研修会であった。尚、テーマ②と③は今後の問題と

して残された。 

 学習者の年齢、年間学習時間を考慮しない極論と

して私が受けた印象として以下に列記する。 

mailto:Markham224@gmail.com
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１． 最終的な達成目標の内容の相違と確立度、

それに向かう養育者と学習者双方の覚悟

の強さ 

２． 教育者の立場において、プロ意識とプロと

しての成功度即ち学習者の成功を優先す

る決意の強さ 

３． 学習者の目的意識とその達成意欲の強さ 

４． 設定された達成目標に至らない学習者の

処置に関する教育者と学習者双方の意識 

 

 

学校紹介 

 

今号の「学校紹介」コーナーでは、アルバータ州カルガリー補習授業校、同州レッドディア市の Lindsay Thurber 

Comprehensive高校 IB（国際バカロレア）プログラム、オンタリオ州トロントの George S. Henry Academy高校の日本関連

イベント、の三つをご紹介します。 ― 編集部 

 

アルバータ州 カルガリー補習授業校 

田中 百合子（カルガリー補習授業校 校長） 

 

 カルガリー補習授業校は、日本企業の組織アルバ

ータ貿易懇話会（AJBA）により、1976 年 9 月に設

立されました。当時は児童生徒数わずか 7 名でした

が、現在は、小学生 65 名、中学生 9 名、計 74 名が

小 1 から中 3 までの 9 学級で勉強しています。設立

趣旨並びに目的は「アルバータ貿易懇話会会員子女

が将来日本に帰国し日本の学校教育を受ける場合に

備えて、日本語による基幹教科の指導を行い、日本

文化を継承する目的として設立されたものである。」

となっています。母体の AJBA からは大きな財政的

援助があり、授業料は他の補習校に比べ安いと思わ

れます。AJBA より任命された運営委員により運営

され、運営委員会会長などの役員（任期二年）は、

会員企業の社員であり補習校に通う生徒の保護者で

もある方から構成されています。  

 日本政府からは領事館を通じ教科書無償配布や資

金援助を受けており、毎年、現地採用講師研修会に

1 名の教師が参加できます。この研修会はアメリカ

かカナダの西部地域の都市で行われ、校外研修機会

の少ない補習校教師にとって貴重な研修の場となっ

ています。 

 授業は年間合計 42 回（土曜日 40 回並びに日曜日

に開催される運動会と遠足）です。授業時間は 9 時

から 3 時、授業科目は国語、算数（数学）を主に、

生活科、理科、社会も学習します。今回の指導要領

改訂で学習内容が増え、教科書をこなすのが益々大

変になりました。 

 創立当初は駐在員子女のみでしたが、現在は駐在、

領事館、大学研究関係のお子さんが 17 名、長期滞在

者のお子さんが 57 名と変わってきています。また、

子供たちを取り巻く言語環境もグローバル化の影響

を受け、国際結婚家庭からのお子さん 39 名、日本人

家庭からのお子さん 35 名と変化しています。課題や

問題もありますが、補習校で学ぼうという子供たち

がいる限り、その期待に応えたいと考えます。 
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アルバータ州 Lindsay Thurber Comprehensive High School 

Miriam Irons (Lindsay Thurber Comprehensive High School) 

 

I have been teaching the International 

Baccalaureate (IB) Ab Initio Japanese class over the past 

several years in Red Deer, Alberta. The IB Ab Initio is over 

a period of two years, and the big difference between this 

program and the regular Japanese Alberta curriculum is 

that the amount of the vocabulary and grammar students 

need to acquire is much larger. When we tackle a unit like 

school, the students not only have to learn about school 

subjects, they learn in Japanese the vocabulary for school 

clubs, people in the school, places around the school, 

adjectives to describe the school, verbs to do with school 

rules and taking tests, school events, school holidays, and 

kanji to do with this topic. 

In general, students find the IB curriculum much 

more difficult. They are required to study and review a lot 

more than the regular course. But, in the end, it pays off as 

students can usually go into second year Japanese at a 

university. I have even had students go straight into third 

year university level courses as well as one exceptional 

student, who is slated to go straight into fourth year 

Japanese. Of course, this student also went on an exchange 

program to Japan for five months. However, without their 

IB experience they would not have been able to do as well 

during their time in Japan. The IB program gives students 

a firm base upon which to build on and allows them to 

explore in Japanese, the cultural similarities and 

differences between their own and Japan’s culture. It is for 

more highly self-motivated students who are interested in 

developing their fluency skills in Japanese. Thus, I 

recommend this program for teachers interested in 

developing higher level proficiency in their eager students 

at the high school level. 

 

 

オンタリオ州 George S. Henry Academy “Japan Day” 

Sandra Mah (George S. Henry Academy) 

 

     As a Japanese teacher, how do we teach our 

students the meaning of “wa” or “wabi sabi”? Of course, 

we can give them a dictionary definition, or examples of 

when or how it might be used. However, for our students 

to fully understand the concept of “wa” or “wabi sabi”, 

perhaps they need to experience it.   

     At George S. Henry Academy, we have held an 

annual Japan Day for over 15 years. What exactly is 

Japan Day? It is a cultural festival that exposes our 

students to and engages them in various aspects of 

traditional Japanese culture and contemporary Japanese 

pop culture.  It is comprised of 3 main events: 

1) Japan Day Assembly, which is held in the 

cafetorium 

2) Sports Day (Undoukai), which takes place in the 

gymnasium 

3) Cultural Workshops, located in various 

classrooms 

     Both the Japan Day Assembly and Sports Day are 

run by students, with teacher supervision. For the 

assembly, students perform skits and J-Pop dances, play 

J-Pop and J-Rock music, as well as traditional songs like 

Sakura, and show video clips of current Japanese trends, 

which appeal to today’s youth. We usually have a speaker 

from the Japanese Consulate and have also had members 

from Toronto-based taiko group, Yakudo come and 

perform for our students. One year, some of our students 
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and staff even trained under Yakudo and performed on 

Japan Day with the Yakudo members. This year, we will 

have a taiko performance by Arashido. The Sports Day is 

intended to be the cultural equivalent of Japan’s 

Undoukai, where students participate in a number of 

activities that depend on teamwork. Activities such as 

tug-of-war and three-legged races are designed to 

promote team spirit and cooperation. Sports Day usually 

culminates with a martial arts demonstration, and this 

year they will be witnessing an Iaido demonstration.  

For the workshops, we have had members from the 

Association for Japanese Culture and the Japanese 

Consulate come and deliver workshops on Kimono, Tea 

Ceremony, Japanese Cuisine and Calligraphy. We have 

also had our own students prepare and give workshops 

on topics such as sushi, sukiyaki, origami and of course, 

manga.  

     Although Japan Day requires about two months of 

preparation, it is an annual tradition that both staff and 

students look forward to each year. An event such of this, 

cannot take place without the ongoing support of our 

school’s administration and staff, as well as members 

from the Japanese community. Japan Day is organized by 

students, for our students, but we depend on the expertise 

and cultural knowledge of the Japanese Consulate, the 

Association for Japanese Culture, Yakudo and Arashido. 

We are extremely grateful for this, as it enriches our 

students’ lives and perspective on Japanese culture.   

     Words such as “wa” and “wabi sabi” do not 

translate well into English because it is infused with 

cultural knowledge, practices and tradition. However, as 

students learn about Japanese culture, they also learn 

about its language. For example, by observing and taking 

part in the tea ceremony, students can understand “wa” 

and “wabi sabi” better than any Japanese-English 

dictionary can define. (At the very least, they learn how it 

feels like to sit seiza for an extended period of time.)  

While one of the primary objectives of Japan Day is to 

promote Japanese culture, we are also promoting 

Japanese language, as they are inseparable.   

     (On a final and separate note, in the next few years, 

the Ontario Ministry of Education plans to add Culture as 

a strand of assessment for Classical and International 

Languages, to the current strands of Oral Communication, 

Reading and Writing.) 

 

 

リレー随筆 

 

楽しく発音練習 

柴田 智子（プリンストン大学） 

 

 今回私にバトンを渡して下さったハウ博美さん同

様、私もシャドーイングを使って発音学習を色々試

みている。このエッセイではそれについて少し書い

てみたい。 

 そもそも私が発音、特にイントネーションやリズ

ムなどの韻律に興味を持ったのは、ある教授の言葉

がきっかけだった。その教授が大学院で私を指導し

て下さるようになって数年目、かなり親しくお話が

できるようになった頃、初めて私を面接して下さっ

た時のことを思い出してこうおっしゃった。「柴田さ

んと初めて英語で話した時、すっごく生意気な人だ

と思った。」すぐ後に、でも実際知ってみたらそうで

はなかった、と続けて下さったが、私はショックだ

った。どうやら私の英語、特にイントネーションな

どの使い方が教授にそういう印象を与えてしまった

ようなのだ。これを境に私は韻律の大切さを肝に銘



CAJLE カナダ日本語教育振興会 ニュースレター 44号 

 

 

14 

じるようになった。第二言語の韻律習得研究の分野

でも、韻律の不適切な使用により、聞き手に間違っ

た印象を与えた例や就職に支障を来した例などが報

告されている。私は教授に悪印象を与えたにも関わ

らず、幸いにも大学院に入ることができたが、もし

だめだったらと思うと冷や汗が出る。このように韻

律は非常に重要な項目なのだが、その習得は一朝一

夕には行かない。そこで私が今学生たちの韻律訓練

で使っているのが、シャドーイングである。 

 外国語でシャドーイングをされた経験をお持ちの

方はすぐお分かりになると思うが、このシャドーイ

ングというのは大変なタスクである。耳から聞こえ

た音をそのまますぐ口頭で繰り返すのだが、繰り返

している時、耳はすでに一秒先の別の言葉を聞いて

いる。それに加えて自分が発話している言葉（それ

は１秒前に聞いたもの）も同時に聞こえているのだ

から、頭が意味のプロセスに追いつかない。おもし

ろいことに、これを母語でやると、多少の大変さは

あるが、問題なくシャドーイングできる。このこと

から第一言語と第二言語では認知プロセスに大きな

差があることが分かる。 

 そのような大変な作業であるから、シャドーイン

グは学生にとって楽しくないと続かないし、また効

果がある程度見えないとすぐやめてしまう。それで、

私は二年生の学生に人気アニメの中から「執事が話

す日本語」と「若者が話す日本語」を選んでシャド

ーイングしてもらったことがある。まず、執事の日

本語であるが、このキャラクターは女性が大好きな

イケメンキャラで、声優も聞いていてうっとりする

話し方をする。女性軍にとってはそれだけでモチベ

ーションが上がるが、それは副次的な効果で、主目

的はサービスの日本語のソフトで物静かな話し方の

習得にある。その頃二年生は敬語を四苦八苦して覚

えていたのだが、いざ使うとなると、全然丁寧に聞

こえない。これは話し方に問題があるに違いないと

いうことで、この執事の話し方を真似てもらうこと

にしたわけだ。次の若者言葉は打って変わって東京

の池袋の若者の話し方で、一文は短いがテンポのよ

さが命だ。まるで早口言葉のような話し方なのに、

若者言葉が大好きな学生達は大喜びで真似していた。

学生はシャドーイングで様々なキャラ語を練習する

過程で、同じ日本語でもこのように異なる話し方が

あることに興味を持ったようだ。 

 次に、私は学生が自分の日本語が相手にどう聞こ

えているのかも考えてほしいと思った。今教えてい

る日本語五年生の学生たちに、日本語を話している

時と母語を話す時とでは自分の話し方が違うと思う

かと聞いたことがある。学生たちは口々に違うと思

うと言った。例えば英語を話す時は積極的に自分を

強く押し出すような言い方をし、日本語の時はその

反対で、丁寧に聞こえる言い方をしていると言う。

しかし、時として彼らの話す日本語は彼らが意図し

ている程丁寧には聞こえない。私はこの五年生たち

に電話応対のモデルをシャドーイングし、実際に自

分の話し方がモデルのように丁寧に聞こえるように

練習してもらっている。 

 発音訓練は学生にとっても教師にとっても根気の

いる作業だ。しかし、私が昔、教授から受けたよう

なショックを受ける学生が一人でも減ってくれれば

と願い、今日も学生のシャドーイングにコメントを

している。 

 私はこのバトンを私と同じ名前の持ち主、レジャ

イナ大学のラム智子さんに渡す。いるだけで場を明

るくする智子さん。次はどのようなお話をして下さ

るか大変楽しみだ。 

 

執筆者のプロフィール – 柴田 智子（しばた ともこ） 

愛知県岡崎市出身。アイオワ大学にて第二言語習得論で博士号取得。専門は音韻習得で、今は韻律の教授法につ

いて研究中。現在プリンストン大学で日本語を教えている。 
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CAJLE掲示板 

 

開発企画部よりお知らせ ― 「新 CAJLEウェブサイトのご紹介」 

開発企画 下野 香織 

 

 このニュスレターを読んでおられる方の多くがす

でに CAJLE のウェブサイト(www.cajle.info) が新し

くなったことにお気づきかと思います。新ウェブサ

イトは、全カナダ日本語弁論大会を始め、カナダ国

内外の日本語関係のプログラムやイベントなどの情

報を包括したウェブサイトとして、昨年 10 月以降、

開発企画チームを中心に理事会が全カナダ日本語弁

論大会組織委員会と協力をして取り組んできたもの

です。3 月初旬の公開以後、これまでに延べ 5,000

以上のアクセスいただいており、今後さらにその数

は増えていくものと期待しています。 

 新ウェブサイトは、オンライン支払いシステムを

一体化させることにより、会費並びに大会参加費な

どのクレジットカードによる手続きの簡素化を目指

しています（ただし、もちろん小切手などによるお

支払いをご希望の方にはこれまで同様そちらも平行

して受け付けております）。さらに、CAJLE 会員用

ページが設けられ、一旦会員登録をしていただくと、

パスワードを使ってアクセスできるようになってい

ます。このページでは、会員の有効期限などについ

て会員の方々が各自でチェックできますし、また現

在ジャーナル CAJLE のオンライン化の準備も進行

中ですので、会員の方にはこのページからジャーナ

ルにもアクセスしていただけるようになる予定です。  

 旧ウェブサイト移行からまだ三ヶ月足らずで、ま

だまだ課題もありますが、過去の大会情報を追加す

るなど、会員の皆様にさらに有意義な情報源になる

よう、今後もウェブサイトの内容の充実に務めてい

きますので、皆様も是非定期的に覗いてみてくださ

い。

  

 

広報部よりお知らせ 

 

上記開発企画からのお知らせにある通り、新ウェブ

サイトが完成しました。コンテンツは現在も追加中

です。また、新ウェブサイトでは Resources タブの

Bulletin Board をクリックしていただくと、メールで

会員の皆様にお知らせした情報をウェブサイトから

も見られるようになりました。皆様の日本語教育機

関で求人や研修会・学会情報などの宣伝がありまし

たら、ぜひ cajle.pr@gmail.com までご連絡ください。 

 

ジャーナル編集部よりお知らせ 

ジャーナル編集 下條 光明 

ジャーナル CAJLE は「日本語教育研究論集 1」とし

て 1997 年に発刊、その翌年に「ジャーナル CAJLE

第 2 号」として発行され、今年で 13 号となります。

その歴史は比較的まだ浅いものの、これまでジャー

ナルをほぼ一年に一度の割合で刊行でき、編集委員

会として達成感を覚えるとともに大変嬉しく受け止

めています。さて、今回は二点のご報告があります。 

まず、皆様ご周知のとおり、昨年編集委員会の欠

員補充をすべく初めての試みとして CAJLE 会員よ

り公募を行いました。その結果、ウィリアムズ大学

の安部さやか氏、ヨーク大学の犬塚久美子氏の 2 名

が委員会に加わってくださり、CAJLE ジャーナル編

http://www.cajle.info/
mailto:cajle.pr@gmail.com
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集部の柴田智子氏、レベッカ・チャウ氏とともに計

5 名体制で現在 13 号の編集が進行中です。編集委員

会の主な仕事は投稿論文の査読手配、審査結果の検

討、および採択原稿の校正ですが、査読手配や審査

には幅広いネットワークや関連分野の知識、また校

正には緻密さとスピードが必要であり、新メンバー

のお二人にもさっそくフルにお仕事をしていただい

ており心強い限りです。 

それに加え、今夏発行予定の 13 号からはこれま

での印刷による紙媒体からオンライン化する予定で、

CAJLE ウェブサイトからのアクセスとなります。こ

れに伴いこれまでの印刷経費やジャーナルの郵送費

を削減できることはもちろんですが、最新号とその

前の二つの号の目次と論文要旨、およびバックナン

バー本体をオンライン公開することにより掲載論文

のアクセスの向上、ひいてはジャーナルの知名度向

上にもつながると考えています。 

今後とも皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

 

年会費納入・メールアドレスご確認のお願い 

  会費年度は毎年 6月 1日から翌年 5月 31日となっております。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://www.cajle.info/about-us/membership/にて行ってください。 また、CAJLEから情報を

お届けする際、メールが返送されてくることがございます。会員の皆様には今一度メールアドレスをご確認いただきますよう、

お願いいたします。メールアドレス・所属先の変更がありましたら、cajle.kaikei@gmail.com までご連絡ください。 

 

 

 

「2011-2012 修正予算案」及び今後に向けての財政改善策 

会長 大江 都 

 

本件について、会員の皆様へのご報告が立ち遅れましたこと、まずは、お詫び申し上げます。以下に、これま

での経過、そして、理事会での討議によりまとめられた事項をご報告いたします。 

 

1. 「2011-2012 修正予算案」 

 

CAJLE 2011 年次大会総会において、「2011-2012 予算案」に対し以下のような問題点が指摘され、採決の結果、

「2011-2012 予算案」の見直し・再提出が求められた。 

 大幅な赤字予算である。  

 理事会における議論が十分ではない。 

 

予算案、財政改善策については、年次大会に先立ち理事会において討議を行っていたが、結論を出せないまま総

会を迎えた。そこで、予算案の見直し要請を受けた後、改めてオンライン理事会において「2011-2012 予算案」の

再検討を行った。各計上項目の妥当性、経理処理上の問題点の検討などを行い、次項にある「2011-2012 修正予算

案」を作成するに至った。 

 

 

 

mailto:cajle.kaikei@gmail.com
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「2011-2012 修正予算案」では、種々の問題点が明確に把握され、より実績に即した予算案となっている。本

年度は赤字決算ではあるが、2012－2013 年度の予算編成においては、引き続き抜本的な改善策を適用し、赤字財

政が回避できる見通しが明らかとなった。特に、以下の点について、ご理解いただきたい。 

 

1) ジャーナル出版にかかわる経費の削減 

過去数年、ジャーナルの印刷代、郵送費が多額となり、「2011-2012 修正予算案」においてもこれらの

出費が赤字要因の一つとなっている。しかし、2012 年発行予定の 13 号からはジャーナルのオンライン化

への移行に伴い、出版・送付に必要な経費の大幅削減が確実となった。 

 

2) CAJLE ウェブサイトのアップグレード 

予算原案においては、「オンライン支払いシステムのアップグレード」として計上されていた項目は、

「CAJLE ウェブサイトのアップグレード」という、より包括的なプロジェクトに移行し、その資金は、国

際交流基金の助成金に依るところとなった。このニュースレター15 ページに紹介のあるとおり、NJSC 

（National Japanese Speech Contest）との共有の形で、ウェブサイトのアップグレードが実現した。 
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2. 今後に向けての財政改善策 

 

既述の通り、2012-2013 年度では赤字を回避できる見通しであるが、さらに健全な財政を目指して、改善策を

検討していきたい。以下は、その主たる検討項目である。 

 

1) 会員の増加対策：財政改善の目的のみでなく、CAJLE をより充実した団体に発展させるべく、会員の増

加、特にカナダ在住の会員の増加が必要とされる。 

2) 予算計上項目の再検討：特に、多種類の項目を含む「一般事務費」の詳細につき、再検討が必要とされる。

（一例として、CAJLE は現在貸し倉庫を利用しているが、その経費に年間約 1,000 ドルが充てられている。

現在この経費の削減策を検討中である。） 

3) 寄付金使途の再検討： 2008 年に、オンタリオのロンドン日本語学校が閉鎖されるに当たり、約 5,700 ド

ルの寄付金が CAJLE に授与された。この寄付金は、研修活動支援の目的に使うことが合意されたが、具

体的な使途が議論されない年があった。残額を明確にし、今後具体的にどの活動に向けるかを検討してい

く。 

4) 会計業務上の改善：予算案ならびに収支報告の書式を改善し、総会で提示する会計報告書もさらに明瞭な

ものにする。特に以下の点に留意する。 

 理事会各部署の活動における収支の詳細を明記する。 

 前年度の実績と新年度の予算案が比較対照できるようにする。 

 

以上が、理事会で討議、承認された事項の概要です。会員の皆様には、これらの内容をご理解いただき、修正

予算案の承認をいただきたいと考えます。ご質問、または同意いただけない点がある場合は、どうか、ご遠慮な

く、会計部（cajle.kaikei@gmail.com）へご連絡くださるようお願いいたします。 

 

理事一同、今後さらに会員の皆様に、明瞭でわかりやすい会計報告を提示するとともに、CAJLE の活動にとっ

て、最も有益である資金運営を目指すよう努めていきたいと考えます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

 

CAJLE 2011年 12月以降の活動報告 

書記 ウッド 弘枝 

I. 理事会担当報告と承認事項 

2011 年 12 月 14 日  

ジャーナル編集委員長の下條氏がジャーナル編集委員の欠員を埋めるため、「編集補佐」の補充を提案した。

現在の理事数は 14 名で補充できるのは 1 名ゆえ、理事を兼任する「編集委員」1 名と、理事を兼任しない「編

集補佐」1 名を会員から募集したいという意向があり、全理事に承認された。 

 

2011 年 12 月 21 日  

上記、ジャーナル「編集補佐」の公募の結果 3 名の応募があり、結果として安部さやか氏（Williams College）

に理事兼編集委員、犬塚久美子氏（York University）には編集委員補佐として今後 CAJLE に協力していただ

くことになった。 

 

2012 年 1 月 CAJLE 2012 大会準備途中報告 

大会実行委員代表の下野氏より本年度の年次大会日程及び大会プログラム内容が報告された。 

mailto:cajle.kaikei@gmail.com
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大会実施期間： 2012 年 8 月 2 日(木)～2012 年 8 月 3 日(金) 

大会実施地： Banff Park Lodge, Resort Hotel and Conference Centre, Banff National Park, Alberta 

大会テーマ： 「理論と実践の連携」“Bridging Between Theory and Practice” 

 

2012 年 1 月 23 日  CAJLE 新ウェブサイト 

開発企画部チーフ下野氏より CAJLE ウェブサイトが新しいサイトに移行されたとの報告があった。URL は

これまでと同じ www.cajle.info であるが、新サイトでは、日本語弁論大会 (NJSC) の情報、会員用ログイン

コンテンツ、 会費のオンライン支払い化、並びにジャーナルのオンライン化など新たなコンテンツが導入さ

れることになった。内容については、随時更新予定。 

 

3 月 3 日「写真のウェブ掲載について」（理事会承認） 

広報部より 2 月 8 日に提案された「写真のウェブ掲載について」は、再検討されて下記事項が最終提案とな

り理事会で承認された。 

広報･宣伝用として CAJLE ウェブサイトに載せる写真は、人物が特定できない程度の後方から撮った全体

の写真やサムネイル程度の集合写真などを用いる。 

 

3 月 10 日 新理事紹介 

大江会長より新理事の安部さやか氏（Williams College）が正式に理事に紹介された。 

 

3 月 13 日 「会費のカナダドル統一」 (理事会承認) 

3 月 8 日に会計チームより現在進行されている CAJLE ウェブサイトのリニューアルに当たり、｢会費の支払

い通貨をカナダドルのみに統一｣したいという提案があった。13 日に理事会の承認があり、支払いに関して

は下記の通りに変更した。 

年会費： 一般会員   $45 CA 

   3 年(一般)会員  $120  CA 

   学生会員   $30 CA 

   組織会員(4 名まで) $120  CA  

 

II. 部会活動 

部会情報ページ（7～8 ページ）を参照のこと。 

 

III. ジャーナル CAJLE 

ジャーナル編集部チーフの下條氏より下記の報告が 4 月下旬にあった。 

 

「今年度は昨年のレジャイナ大会の招聘講師からの寄稿論文に加え、新たに 9 編の投稿論文を受け付けた。 

今夏発行予定の 13 号の掲載は寄稿論文を含めて計 7 編を予定。なお、これまでジャーナルは印刷配布で 

あったが、13 号よりオンラインジャーナルとなり、CAJLE ウェブサイトにて公開予定である」 

 

http://www.cajle.info/
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IV. 今後の活動案内 

2012 年度年次大会 

詳細は CAJLE ウェブサイト http://cajle.info/annual_conference を参照のこと。 

 

2012 年度年次総会 

日時：8 月 2 日（木）5 時～6 時 

場所：Summit Room, Banff Park Lodge, Resort Hotel and Conference Centre（予定） 

 

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。 

 

 

教材紹介 

 

高校あるいは継承語学習者の上の学年で使ういい教科書がなかなか見当たらなくてお困りの方、ドラえもんと一緒に楽し

く学べる中級レベルの教科書、「ドラえもんのどこでも日本語」（小学館）はご存知でしょうか。著者のお一人であるヴァージ

ル藤本先生にこの教材を紹介していただきます。 ― 編集部 

 

ドラえもんのどこでも日本語 

ヴァージル藤本 典子（Island Pacific Academy） 

「ドラえもんのどこでも日本語」は中級に進んだ高

校生、大学生が、初級で学習した文法・語彙を実際

のコミュニケーション場面で使い、自己表現ができ

ることを目的としてデザイン、開発しました。学習

の動機付けを高めるため、ドラえもんのキャラクタ

ーを効果的に使うことで学習者が楽しみながら、日

本語、日本文化の学習ができるようにしました。ほ

かの教材の補助教材として、あるいは主教材として

も使うことができます。 

 

カリフォルニアの高校で 4 年間日本語を勉強した男

の子トム・キャンべルは、ドラえもんの近所に住む

神成さん宅にホームステイし、日本の大学に留学し

ています。そして、このトム君が、ドラえもんとそ

の仲間達との日常の交流を通し、さまざまな場面に

遭遇しながら日本語、日本文化を学んでいくという

設定になっています。この本を使う学習者は、トム

君が直面する日本の現実の場面を疑似体験しながら、

日本語力の向上を図ることができます。 

 

本書は「日本の家」「旅行」「年末年始」など外国

語教育においてごく身近な 10 のテーマから成り立

っています。そしてそれぞれの章は、「見開きマン

ガ」、「トムの勉強ノート」、「ドラミちゃんコー

ナー」など、特色ある 9 つのポイントをしっかり押

さえた構成になっています。たとえば、「見開きマ

ンガ」ですが、これは、この本のためだけに新たに

書き下ろされたドラえもんのマンガです。各章のト

ピックに関連したストーリーなので、それぞれの章

への導入、重要ポイントの説明、語彙の理解、また

はクラスディスカッションなど、教師のアイデアひ

とつで、幅広く使えます。また、「トムの勉強ノー

ト」は、 まず初級での学習内容を復習し、次に実際

の場面に近いコンテクストで自己表現できるような

タスクをこなします。最終的にはレアリアを使って

http://cajle.info/annual_conference
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話す練習や、書く練習など、効率よくインプット活

動及び練習が出来るようにデザインしてあります。

さらに、各章の終わりにある「ドラミちゃんコーナ

ー」は、それぞれの章に関連した文化、言葉に関す

る頭の体操ゲームや、大小のグループに分かれてデ

ィスカッションができるような、難易度の違う 3 つ

の質問が用意されているので、学習者のレベルに合

わせて、教師が自由に使うことが出来ます。 

 

これらのアクティビティーや練習のすべては、The 

National Standards for Foreign Language Leaning の 5

つのゴール(Communication, Cultures, Connections, 

Comparisons, Communities)を達成できるように構成

され、それぞれのゴールはわかりやすいアイコンで

示してあるので、シラバスやユニットプランを書く

時に役立てて頂けると思います。また、本書にはウ

エブページを利用したアクティビティーが含まれて

いますが、この本のウェブサイト「どこでも Web 

(http://dokodemo.shogakukan.co.jp)」に、それぞれのウ

ェブページへのリンクをリストしてあります。 この

他、 このウェブサイトには、本の使い方は勿論、追

加問題、テスト、アセスメント用のルーブリックな

ど、日々の授業に役立つ情報が教師用マニュアルと

して記載してあります。 

 

今後は、音声等をウェブサイトに追加する予定なの

で、この教材が、学習者にとってだけでなく、教師

にとってもより使いやすくなると思います。 

 

以下は実際に使ってくださっている先生方のフィー

ドバックです。 

 

“I find this book to be the best resource book available, 

providing standard-based activities that prepare students 

for the AP exam.  Throughout each chapter, students 

will be attended by Japan's official cultural ambassador, 

Doraemon and his friends.” by Yo Azama, North Salinas 

High School, Salinas, CA 

「AP 日本語で使わせてもらっています。どのタスク

でも、文化について必ず触れることが出来るので、

AP 対策にはとても役立つ一冊です。生徒達もドラえ

もんが出てくるので楽しみながら学んでいます。一

章全部をこなさなくても、次に進めるので、どの章

からスタートしても役にたつと思います。」  

by 原田 陽子, Sacred Hearts Academy, Honolulu, HI 

 

 

国際交流基金コーナー 

 

ジャパン・ファウンデーション・トロントよりご挨拶 

石田 隆司（所長）  

昨秋カナダに異動し、8 年ぶりの北米勤務となりま

した。カナダで日々奮闘されている皆さまと様々な

取組みに挑戦して参りたいです。教師研修の他、

CAJLE 年次大会支援など皆さまとの共同活動を予

定しております。また、今年は全世界規模での「日

本語教育機関調査」が 3 年ぶりに実施され、日本語

教育が行われている学校、先生、学習者の状況を把

握し、カナダの日本語教育の発展に有益な方策を考

える基礎データ収集の機会となります。どうぞご協

力を！ 

 

 

 

http://dokodemo.shogakukan.co.jp/
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2012（平成 24）年度 ジャパン・ファウンデーション・トロント 日本語教育ローカル・グラント・プログラム 

齋藤 典子（プログラム・オフィサー） 

 

カナダにおける日本語教育の普及・発展に必要な

様々な活動への支援を通し日本語教育を促進するこ

とを目的とする、ローカル・グラント・プログラム

を当センターウェブサイトにてご案内しております。 

 

主な支援内容 

 弁論大会、学習者奨励活動助成 

 謝金助成 

 教材購入、日本語教育リソースセンター設置助成 

 会議助成 

 教材制作助成 

 学会、教師研修会等参加支援 

 自由企画事業 

 

助成対象期間 

2012 年 7 月から 2013 年 3 月まで（2012 年 7 月以前

に実施を企画している事業に対し助成を希望される

場合は、別途ご相談ください） 

申請要領、申請書のダウンロード 

http://jftor.org/language/2012_Local_Grants.php 

 

申請書の締め切りならびに提出先 

2012 年 6 月 15 日（必着）、郵送で以下の住所までお

送りください。 

 

担当者： 齋藤典子（ご質問等がある方は担当者ま

でお問い合わせください） 

 

Noriko Saito 

Program Officer 

The Japan Foundation, Toronto 

Address: 131 Bloor Street West, Suite 213 

Toronto, Ontario, Canada M5S 1R1 

Tel: 416-966-1600 ext. 224 Fax: 416-966-9773 

E-mail: nsaito@jftor.org Website: http://www.jftor.org 

 

 

 

発展し続ける JF日本語教育スタンダード  

平田 好
よしみ

（アルバータ州教育省派遣専門家）  

 

CAJLE ニュースレター41 号で紹介した「JF 日本

語教育スタンダード」（以下、JF スタンダード）が

発展し続けていることはご存知でしょうか。 

JF スタンダードは、「相互理解のための日本語」

を理念に、国際交流基金（以下、JF）が開発した日

本語の教え方、学び方、学習成果の評価の仕方を考

えるためのツールです。ヨーロッパで開発された

“Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment”（日本語訳

は『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ

共通参照枠』 以下、CEFR）の考え方、言語熟達度

の指標を基礎にしていますが、こうすることで、日

本語も他の外国語も同じ指標で熟達度を提示できる

という大きなメリットがあります。 

JF スタンダードは 2005年から開発が始まり、2010

年に公開されました。詳しい内容は、『JF スタンダ

ード 2010』『JFスタンダード 利用者ガイドブック』

をご覧ください。（http://jfstandard.jp/）『JF スタンダ

ード 2010』には、JF スタンダードの全体像（“JF

スタンダードの木”、“Can-do”、“ポートフォリオ”、

“みんなの「Can-do」サイト”）が、『JF スタンダード 

利用者ガイドブック』には、コースデザインや評価

http://jftor.org/language/2012_Local_Grants.php
file:///C:/Users/keiko/Documents/My%20Dropbox/CAJLE%20NL/CAJLE_NL_44/nsaito@jftor.org
http://www.jftor.org/
http://jfstandard.jp/
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など、JF スタンダードの具体的な活用方法が書かれ

ています。これら 2 冊は日本語版のみでしたが、『JF

スタンダード 2010』の方は、2011 年 8 月に英訳版

も公開されました注１。カナダの先生方は、英訳版も

参考になさってください。 

 2010 年 3 月にオープンした“みんなの「Can-do」

サイト”（http://jfstandard.jp/cando/）も内容が充実し

ています。同サイトには、CEFR が提示した 493 の

Can-do の他、日本語教育の現場で使いやすいことを

意識して JF が作成した JF Can-do が収められていま

す。JF Can-do は、2010 年 8 月と 2011 年 3 月の 2 回

にわたって新しい Can-do が追加され、全部で 342 に

なりました注２。 

2012 年 3 月には、サイトを使いやすくリニューア

ルしました。具体的には、 

・ 検索画面を見やすくし、一回の検索でなるべ

く多くヒットするようにした 

・ 絞込み機能を強化し、ヒットした Can-do の中

からほしいものが早く見つけられるようにし

た 

・ Can-do フォルダは、目的に応じて分類ができ

るよう、フォルダの中にフォルダが入れられ

るようにした 

・ CEFR Can-doや JF Can-doを書き換え自分のク

ラスに合った MY Can-do を作る時、書き換え

の大きな手がかりとなるキーワードを載せた 

JF スタンダードはこれからも発展を続けます。ど

うぞご期待ください。 

 

注１：『JF スタンダード 利用者ガイドブック』の

英訳版はありません。 

注２：JF Can-do は A1～B2 までです。 

 

 

編集後記 

 

◆先日「Jiro Dreams of Sushi」というアメリカのドキュメンタリー映画を見てきました。この寿司屋はトイレもないほど小さい

のですが、その寿司は「第一級の食の芸術品」と各方面から絶賛されています。店主の次郎さんは寿司を握り続けて

60年の御歳 85歳。自分の五感を常に磨き、最高の寿司を目指して今もたゆまず道を究める次郎さんの生き方は「寿司

道」とも呼ぶべきもので、その真剣さに圧倒されました。安袁岐＠王町  ◆5 月 19 日、20 日にプリンストン大学で開催

された牧野教授ご退官記念 Princeton Japanese Pedagogy Forum は牧野先生が参加された 3 つラウンドテーブルを始

め多くの発表、200名以上の参加者を迎え大盛況でした。詩葉多＠普林斯頓  ◆常に裏紙を使う学生に触発され、リ

サイクル！ペーパーレス！と思いつつも、両面コピーは失敗、授業中はコンピュータがフリーズ、  デジタル世代との差

を感じるばかりです。奈雅都見＠風呂火電水 ◆トロントは冬から一転真夏に突入しました。川端をもじると「厳寒の長

い冬を抜けると夏の日差しが待っていた」ということろでしょうか。電力不足が懸念される日本をはじめ、世界＆カナダ各

地の暑～いエリアの皆さま、避暑を兼ねてぜひバンフ（CAJLE2012 年次大会）へお出でください。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 

http://jfstandard.jp/cando/
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 

- CAJLEウェブサイト上の会員限定のコンテンツへのアクセス 

 ジャーナル CAJLE （年１回発行） 

 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 

- 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 1日から翌年 5月 31日まで。 

 

年会費 

一般会員 $45 CA 

3年(一般)会員 $120 CA 

学生会員 $30 CA 

組織会員 (4名まで) $120 CA 

 

申込方法 

CAJLEウェブサイトのメンバーシップページ（”About Us”内）より、

オンラインにてお申し込みいただけます。 

小切手もしくは銀行振込によるお支払いをご希望される方は、会

員申込書をご記入の上、メールまたは郵送でお送りください。 

申込書、お支払い方法についてはウェブサイトをご覧ください。

www.cajle.info 

 

申込先：   

Canadian Association for Japanese Language Education (CAJLE) 

P.O. Box 75133, 20 Bloor St. 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: 

- Access to members only page of our website: 

 the Journal CAJLE (one issue annually),  

 the CAJLE Newsletter full of information about Japanese  

 Language Education in Canada (two issues annually), 

- Receive various announcements related to Japanese 

education via email. 

- Attend the CAJLE annual conference, workshops and other 

related events at a reduced rate. 

- Present research at the CAJLE annual conference  

- Special rate for The Canadian Association of Second 

Language Teachers (CASLT) membership. (Affiliate Individual 

Membership is $15, instead of Regular Individual 

Membership $45) 

 

Terms of Membership: 

Membership begins June 1 of that year and ends on May 31 of the 

following year.  

 

Membership Fee: 

Regular Membership $ 45 CA 

3 years Membership $ 120 CA 

Student Membership $ 30 CA 

Institutional Membership (up to 4 members) $ 120 CA 

 

How to Join: 

Please visit our website and open “Membership” page through 

“About us”. Please fill out the online form and complete the 

payment procedure through paypal. 

For those who wish to pay by personal check or bank transfer, 

please fill out the application form (available on www.cajle.info ) 

and mail or email it with the appropriate membership fee. 

 

Mail to:  

Canadian Association for Japanese Language Education (CAJLE) 

P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East, Toronto, Ontario  M4W 3G7, 

CANADA  

 

Please notify us at the following email address if your contact 

information changes:  cajle.kaikei@gmail.com 
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