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カナダでは、夏の終わりが見えたかと思うと、秋の夜長を楽しむ間もなく

冬が駆け足でやってくるのが常ですが、今年のトロントはいつまでも暖かく、

12 月に入った今週も雪ではなく雨の予報となっています。（と言っていると、

翌日にどっさり大雪が降ったりするのですが……）皆様はいかがお過ごしで

しょうか。 

8 月には ON 州ナイアガラ・フォールズにて、2016 年度の年次大会なら

びに年次総会を無事開催することができました。招聘講師としてお出でいた

だいた先生方ならびに参加者の皆様、ご支援・ご協力いただいた団体・企

業の皆様、本当にありがとうございました。年次総会では二年に一度の理

事改選があり、安部氏と萩原氏が離任され、継続理事に加えて、新しく河井

氏（ON 州）、クラスナイ氏（SK 州）、善積氏（AB 州）が理事就任となりまし

た。会員の皆様、これからの二年間どうかよろしくお願い致します。安部さ

ん、萩原さん、どうもありがとうございました。大変お疲れ様でした。 

CAJLE は日本語教育に関わる教師や研究者のためのカナダ唯一の全

国組織ですが、私たちの活動には、関連団体との協力が欠かせません。今

春、CAJLE は国際交流基金が設けている「JF さくらネットワーク」のメンバ

ーとして、これまでの協力関係を今後も継続していくためのメンバー証を授

与されました。また、10 月には第二言語教育の団体である Canadian 

Association of Second Language Teachers（CASLT）ともパートナーシップ

の再調印を行い、引き続き互いの活動を支援していくことを約束致しまし

た。さらに、世界的な日本語教育団体のネットワーク Global Network（GN）

においては、CAJLE は 2020 年までの長期プロジェクトを提案し、今後、豪

州と欧州の教師会・学会を率いた企画を進めていくことが決定しています。

今の CAJLE は、まさに今夏の年次大会のキーワード「つながる」という言

葉のもと、多くの方とのつながりを通して、そこで得たものを会員の皆様に

還元できる団体でありたいと考えています。 

さて、2017 年夏の年次大会は再び西へと舵を切り、AB 州カルガリーに

て開催することとなりました。CAJLE がトロント以外で初めて大会を開催し

たのが、2003 年のカルガリー大会でした。あの頃と比べると、世界はインタ

ーネットを通してますます狭くなり、日本語学習者においてはその目的も学

習手段も多様化の一途にあります。その中で「規範」という言葉に縛られが

ちな教育現場で、私たちがどのように日本語と学習者に向き合えばよい

のか、それを皆様と考える好機としたいと思っております。カナディ

アンロッキーの麓カルガリーにて皆様にお目にかかれるのを心より楽

しみにしております。 

本年も大変お世話になりました。どうか皆様、よいお年をお迎えく

ださい。12月に入り、時間の流れる速度がこれまでにも増して速く感

じられるようになりました。この時期、忙
せわ

しさの中にも新たな年に向

けた期待が点在していて、暮れの忙
いそが

しさはほかの季節とは違い前向

きな明るさが漂っているような気がします。皆さま、お元気でお過ご
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しみにしております。 

 本年も大変お世話になりました。どうか皆様、よいお年をお迎えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJLE 2016 年次大会を振り返って 

大会実行委員長 下條光明 

 

 2016 年 8 月 17・18 日の 2 日間、オンタリオ州ナイアガラフォールズ、クラウンプラザホテルにて CAJLE2016 年次

大会を開催しました。本大会では昨年の大会テーマを発展させ、「グローバル時代の日本語教育－つながる教育とは」

をテーマに掲げ、北米、ヨーロッパ、日本、アジアから 100 名を超える日本語教育関係者が意見交換・情報の共有を行

いました。 

 本大会では、21 世紀に向けたソーシャルネットワーキングアプローチの提唱者である當作靖彦先生（カリフォルニア

大学サンディエゴ校）に「グローバル時代の日本語教育－つながる教育、社会、人、モノ、情報」と題し基調講演をして

いただきました。グローバル時代のキャリア形成、ライフデザインにつなげてゆくための先進的な日本語教育とはどの

ようなものかを考えさせられ大きな刺激をいただきました。また、教師研修では評価に重点を置き、「言語教育におけ

るパフォーマンス・オーセンティック評価：その効果的なデザインと実施方法」としたワークショップをしていただきました。 

 また本大会ではカナダ第二言語教育教師会（CASLT）会長の Jim Murphy 先生（The Centre for Distance Learning 

and Innovation, Newfoundland and Labrador）にもご参加いただき、「Teaching Languages Online: Asynchronous and 

Synchronous Learning」と題してフランス語のオンライン授業の実践をご紹介いただき、大会の締めくくりには齊藤真美

先生（国際交流基金派遣日本語専門家・アルバータ州教育省日本語教育アドバイザー）によるワークショップ「インター

ネットリソースとの管理と活用－日々の授業・活動に生かすために－」で、リソースの分類や情報提供の方法、授業や

学習への活用方法などを学びました。 

 計 54 本の口頭・ポスター発表では、日本語学や日本語教育・学習に関わるものから、大会のテーマに関係するネッ

トワーキングの成果報告まで多岐にわたる内容で、情報共有や意見交換を行いました。本大会のプロシーディングは、

CASLT Partnership 調印式にて 
CAJLE 会長小室リー氏（左）と CASLT 会長 Murphy 氏（右） 

2016 年 10 月 14 日撮影 
（写真は CASLT 提供） 

 

さくら授与式にて 
JFT 所長岩永氏（左）と CAJLE 会長小室リー氏（右） 

2016 年 6 月 2 日撮影 
（写真は JFT 提供） 
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CAJLE ホームページ（http://www.cajle.info/conference-proceedings）で公開されています。また大会の講演資料が

会員ページで公開されていますのでぜひご利用ください（来年 2 月までの期間限定）。 

 ナイアガラでの、しかも観光ピークシーズンの開催は初めての試みで心配もありましたが、カナダとアメリカが「つな

がる」地で盛況な大会ができたことは大会の趣旨からも大変意義深いことだったと思います。 

 最後に、本大会開催にあたり多大なご協力をいただきました国際交流基金をはじめ多数の団体・企業の皆様、また

学生アシスタントの皆様に、厚く御礼を申し上げます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAJLE 2016 年次大会に参加して 

ELIZABETH SOWKA (CARLETON UNIVERSITY) 

 

The theme for the 28th annual conference of CAJLE was “Japanese Language Education in the Global Age: 

Connecting with Each Other.” It seems to me that the organizers chose beautiful Niagara as a conference location 

because of its aptness with the conference theme. The Horseshoe Falls and the river have been ‘connecting’ two 

countries for centuries.  

The highlight of the conference was the keynote speech by Dr. Yasu-Hiko Tohsaku from the University of 

California, San Diego. The title was “Japanese Language Education in the Global Age: Connection in Education, 

Society, People, Things, and Information.” Tohsaku-sensei is not only an accomplished educator and researcher 

but an entertaining speaker as well. The professor was discussing how due to advanced information technology 

we are experiencing many diversified and complex issues that require different skills and strategies to solve. As 

educators, we should refocus our goals and practices to help students develop their language for careers in the 

global age. The new approach in language instruction should emphasize connections with various cultures to 

contribute to global communities. 

The spirit of connection and re-connection was present in many of the 54 presentations, in the discussions that 

followed, during coffee breaks, and in small talks between old and new friends.   

http://www.cajle.info/conference-proceedings
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Professor Tohsaku also conducted a teacher development workshop titled “Performance and Authentic 

Assessment for Language Teaching: Effective Designs and Implemental Methods.” This very engaging workshop 

let us ‘develop’ an Integrative Performance Assessment based on a travel abroad scenario. In a group of 3-5 

participants, we designed class activities where the final goal was development and performance-authentic 

assessment of the three modes of communication: interpretative, interpersonal, and presentational. 

The second workshop was presented by Mr. Jim Murphy from The Centre for Distance Learning and 

Innovation, Newfoundland and Labrador. Mr. Murphy shared with us his successful strategies for online teaching 

of a second language, which can equally be applied to teaching any foreign language. 

Ms. Mami Saito, a Japanese language advisor from the Japan Foundation delivered a very practical 

demonstration on web resources and described when and how these resources can be used in class or at home 

to promote language learning and to make students engage inside and outside of the classroom. After learning 

those new online tools, I have started to use a Mentimeter. 

It is not possible to mention all of the presentations in my short reflection of the conference. The variety and 

breadth of activities and research happening in Japanese language education is remarkable; the dedication of 

instructors of our language is amazing. Whenever I attend the annual taikai, I come home with reflections on my 

own practices, with great ideas from my colleagues from around the world, and encouragement for self-

improvement.  

Finally, I would like to add that I always appreciate the book fair. It gives me an opportunity to browse through 

the newest and older publications, something not possible when buying online. Thank you to Nihongo Circle and 

Cheng & Tsui for selling on site and taking orders. 

The conference was a great success thanks to a very hard working group of extremely dedicated organizers 

and volunteer students. On behalf of all presenters and participants, I would like to say: お疲れ様でした。 

 

 

CALJE 2016 年次大会、ありがとうございました！ 

小熊利江 (東京大学) 

 

初めて CAJLE の年次大会に参加いたしました。ナイアガラフォールズを訪れるのは 24 年ぶり、今回は小学生の息子

を連れ、カナダの雄大な自然を見せることができました。 

しかし大会前、その息子のことがずっと気懸りでした。うっかりして子どもの居場所の有無を確認せずに CAJLE の大会

に応募してしまったのです。事前のメールでは、会場で子どもを１人にしないよう指示され、大会当日の受付でも子どもに

常に付き添うように念をおされました。これでは自身の研究発表どころか他の発表も落ち着いて聞けません…（悩）。が実

際には、このような心配は取り越し苦労で、息子はアシスタントの学生さんや参加者の方々に相手をしてもらい、私は多く

の発表を聞くことができました。 

大会に参加する醍醐味は何と言っても、名前しか知らない方や普段お会いできない方々と直に話し、ご研究への理解

と交流を深めることだと思います。ゲストの當作先生にも沢山質問させていただきましたし、他の参加者とも様々な話題に

ついて言葉を交わすことができました。カナダの日本語教育の状況を認識すると同時に、21 世紀の言語教育の方向性を

考える、とても良い機会となりました。 

本大会のように、様々な事情を持つ人が気軽に参加できる大会が増えることを願いつつ、温かい対応を取ってくださっ

た CAJLE の皆さま、ならびに会場の皆さまに心より感謝をいたします。 
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特集記事 助け合う包括的な外国語学習  

CREATING A SUPPORTIVE AND INCLUSIVE ENVIRONMENT FOR 
LANGUAGE LEARNING 

     
日本語の授業では、教室自体が外国語を使ってコミュニケーションを行う場になります。学生が話しやすいように、

お互いが助け合えるような学習コミュニティが作れるよう、先生方は日々知恵を絞られていることかと思います。今

回の特集では、日本語教師から見た学習コミュニティ形成に関して、教育心理学の視点から見た学習コミュニティ

に関して、お二人の先生にそれぞれ伺いました。- 編集部 

 

 

聞き合うことから 

佐藤純子 (ノースウェスタン大学) 

  

教室という限られた場での建設的なグループダイナミクスは、言語習得の重要な要因に

なると言われています。グループのメンバー（教師と学生）がお互いを尊重するグループが

できれば、グループの目的である日本語学習に向けて、全員が貢献していくクラスができる

からです。そのようなクラスでは、人と人との繋がりが、安全ネットのような役割を果たし、本

当に自分が言いたいことを学習目標である日本語を使って安心して言える雰囲気が確立さ

れるのではないでしょうか（右図参照）。また、教師の見えないところで励まし合いが起こっ

ている場合も多くあるようです。 

上記のようなグループ作りを念頭に、私が一教師としてしていることを、以下、皆さんもし

ていらっしゃることがほとんどだとは思いますが、少し紹介させていただきたいと思います。まず、全ては、お互いを聞き合

うことから始まるという考え方を、シラバスを始め、日々の授業活動の中で徹底させます。どの学生も、日本語能力とは関

係なく、クラス（全員の日本語学習）に貢献できるものを持っているはずだからです。初級前半の単純な会話などでも関連

性のある質問を使って深く進めていくと、必ずその人にしかないものが出てきます。初級後半から中級以上のディスカッシ

ョンでは、学生の多様性が、直接その学生にしかない専門性に繋がるでしょう。一方、教師やクラスメートという関係は、何

でも話し合える友人関係とは違うものだという認識も必要かもしれません。特にパーソナルな話題になる時（例えば家族）

などは「…うそをついて（例えば兄弟をたくさん作って）もいい…」というような指示を与えることもあります。（日本語運用能

力を伸ばすためには、一度ついたうそは続けなくてはいけないという注意も必要になります。） 

普段の授業には出てきにくいものを引き出すためには、授業時間をあまり取らない数分のスピーチやミニ研究発表など

の課題も効果的だと思います。（きちんとした作文を書く学生は話すのが苦手な場合が多いものです。）また、インフォメー

ション・ギャップを使ったペアワークのような授業活動には、最後に「自分の実際の状況を使いなさい」という指示を含める

のも大切だと思います。学生同士がお互いを知り合う機会を増やすだけではなく、独自の質問を考えさせることによって、

初級の始めから自律性のある学生を育てることができるからです。グループダイナミクス形成に関しては、下記文献を参

考になさってください。 

 

- Ehrman, M. and Dörnyei, Z. (1998).  Interpersonal Dynamics in Second Language Education: The Visible 

and Invisible Classroom.  Sage Publication. 

- Greenland, Susan Kaiser (2010).  Mindful Child: How to Help Your Kid Manage Stress and Become Happier, 

Kinder, and More Compassionate.  Free Press. 
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DESIGNING WELCOMING CLASSROOM ENVIRONMENTS TO FOSTER 

STUDENT SUCCESS 

CATHARINE DISHKE HONDZEL, PHD (HURON UNIVERSITY COLLEGE) 

 

Creating a classroom environment that is conducive to learning is not always easy. In the language learning 

classroom students often come from a variety of educational and cultural backgrounds, and are likely to have 

different motives and goals for taking the class. Students will also have their own way in which they choose to 

engage (or not) with the instructor as well as with other students. No group of students is homogeneous, but as 

the nature of the language learning class is overtly participatory, in that the goal is to have students not only learn, 

but also to engage with an additional language in a variety of ways, language teachers have a unique challenge 

to create a classroom environment that encourages mutual respect and meaningful conversation. The literature 

on learning environments suggests that teachers take into consideration three different elements of the classroom 

environment to foster student success 1 : 1. Promote inclusion and safety, 2. Encourage participation and 

engagement, and 3. Build a community of learning. Though not exhaustive, these three elements provide a 

framework from which language teachers can consider their classroom environments, and critically reflect on the 

nature of their students’ learning. 

 

Promoting Inclusion and Safety 

Inclusive learning strategies are used to address the needs of students that have a range of abilities, 

backgrounds, and learning styles2. One strategy for inclusion is to be proactive about connecting with, and 

learning about your students. Engaging students in one-on-one conversations outside of class, or asking all 

students to have a private ‘check-in’ meeting during your office hours is one way to allow students to self-disclose 

learning challenges or needs they may have. Offering students the opportunity to provide anonymous feedback 

on index cards using question prompts at the end of class can also help students to feel that their experiences are 

important, and that you care about their well-being as learners. These strategies can build a foundation of trust. 

 

Encourage Participation and Engagement 

The language learning classroom is necessarily participatory, but students may find this uncomfortable if they 

are used to just sitting quietly and taking notes. Some students are naturally shy, especially when speaking in an 

unfamiliar language, while others may dominate classroom conversation. As an instructor, you may find it 

desirable to allow the most dominant students to speak, but it can severely compromise the learning of those who 

are quiet. Expect that all involvement will happen on a continuum, and that some students will have different 

involvement at different times, and in different ways. To encourage involvement, vary the ways that students are 

                                                      

1 Strange, C.C. and Banning, J.H  (2015). Designing for learning: Creating campus environments for student 
success. 

 
2 Cornell University Centre for Teaching Excellence (2015, November 1).  Inclusive teaching strategies. 

Retrieved from  https://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-

strategies.html 

 

https://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies.html
https://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies.html
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CAJLE ナイアガラ大会 PROCEEDINGS のウェブ掲載について 

 

大会 Proceedings をウェブに掲載いたしました。今回の論文数は 40 本です。 

Proceedings は以下からご覧いただけます。 

 

Home (http://www.cajle.info/ )  →  Publications をクリック  →  Conference Proceedings をクリック 

 

asked to participate. This can include breaking students into pairs or small groups and offering time for students 

to gather their thoughts or to write down their ideas. To avoid one student dominating the conversation, develop 

activities that do not always rely on volunteers and challenges that offer opportunities for the group to succeed by 

working together. 

 

Build a Community of Learning 

Successful communities share an identity, balance interdependent roles and relationships, and have norms 

and procedures for functioning.  To support a learning community, time should be spent allowing students to 

develop a sense of ownership over the classroom, to have some say in decision-making, and to have trust in 

each other. Students should feel safe taking risks and trying out new behaviours3. Sharing a sense of leadership 

by varying roles among students and instructors such as presenting, co-teaching, and leading activities can 

provide even novice learners with the understanding that they make a meaningful contribution to the learning 

environment. Treating the class as a mutually-dependent community can encourage engagement and offer 

students a rich environment in which to learn. 

 

What is important to remember is that the deliberate design of the classroom learning environment is as 

important as the content. When students feel safe, engaged, and part of a community, they are more receptive to 

new ideas, feel safer taking on challenges, and are less anxious about performance and ‘getting things right’.   

We have to remember that the classroom is like a laboratory – it is a place to try out new ideas, experiment, and 

get things wrong. In order for students to learn, they need to believe that learning a language is an imperfect 

process that requires many trials and errors, and is not something that can be mastered in day or a week.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

3 Peck, M.S. (1998). The different drum: Community making and peace. New York, NY: Simon &Schuster.  

 

http://www.cajle.info/
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CAJLE2017 年次大会のご案内 

大会実行委員長 シャープ昭子  

 

2017 年度の年次大会は、カナダの西側に会場を移し、アルバータ州カルガリーで開催することとなりました。ロッキー山

脈への入り口としても有名な、雄大な自然に囲まれたカルガリーにて、世界各地から皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

テーマ： 「広がる日本語ー日本語教育と社会とのつながり」 

日程： 2017 年 8 月 16 日（水）、17 日（木） 

開催地： アルバータ州カルガリー カルガリー大学（http://www.ucalgary.ca） 

基調講演・教師研修 I： 久保田竜子先生（ブリティッシュコロンビア大学） 

   基調講演「規範主義を超えた日本語教育の構築へ：多様性とそのポリティクスを考える」 

   教師研修 I「多様性を織りこむ日本語指導：実践と課題」 

教師研修 II： 田中香織先生（国際交流基金トロント日本文化センター） 

 

海外・日本国内を問わず、私たちは教室以外にも、社会や家庭といった様々なコミュニティに属し、相互に影響を受けな

がら、日々生活しています。ことばも母語話者の言語と学習者の言語、共通語と方言など、単一のものではなく、複合的・

多面的なものであり、さらに学習目的や学習形態にも多様性があることが認識されるようになってきました。 

しかし、日本語学習や言語使用を考えると、今なお母語話者のように言語を操ることを最終的な目標とした学習や、母

語話者を規範とした言語使用といったものが求められることが少なくありません。個人が使用することばも、モノリンガル

的な視点から、言語能力や正しさといったものが捉えられ、判断されることも多々あるのではないでしょうか。そこで本大

会では、日本語教育において広がる多様性に向き合うと同時に、その多様性をどのように教室内で受け入れ、そして、そ

の理解をどのように教室外へと広げていくことができるのかを参加者の皆さまと一緒に考えていきたいと思っています。 

本大会では基調講演・教師研修 I には、言語教育について批判的視点からの実践、研究をされている久保田竜子先生

をお迎えし、教師研修 II では、田中香織先生に参加者の皆さまの日々の実践の振り返りと改善に役立つ研修をしていた

だきます。これらに加え、The Canadian Association of Second Language Teachers からも講師をお招きし、他言語での取

り組みについてお話いただく予定です。 

本大会では、上記に加え、参加者全員が集い、大会のテーマについて振り返り、話し合える場も作る予定です。東に大

平原、西にロッキー山脈を臨むカルガリーで、高原の心地よい空気に触れながら皆様と実り多き時間を共有できる日を楽

しみにしております。 

 

 

http://www.ucalgary.ca/
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21 ページに「研究発表募集」（日本語）のご案内があります。こちらもあわせてご覧ください。 

Please see page 22 for “Call For Proposals”‘(English). 

 

CAJLE2017 ANNUAL CONFERENCE 

AKIKO SHARP, ORANIZING COMMITTEE FOR THE CAJLE 2017 

 

CAJLE 2017 Annual Conference will be held in Calgary, Alberta. We look forward to welcoming participants 

from around the world to Calgary, the gateway to the Rockies, which is surrounded by great nature.  

 

Theme: “Diversifying Japanese: Connections between Language Education and Society” 

Date: August 16 (Wednesday) and 17 (Thursday), 2017  

Venue: University of Calgary, Calgary, Alberta (http://www.ucalgary.ca) 

Keynote Address & Teacher Workshop I: Professor Ryuko Kubota (University of British Columbia)  

Keynote Address: “Transcending normatism in Japanese language teaching: Exploring diversity and its    

politics” 

Teacher Workshop I: “Integrating diversity into Japanese language teaching: Instructional practices and issues”  

Teacher Workshop II: Ms. Kaori Tanaka (The Japan Foundation, Toronto) 

 

Whether it is in Japan or abroad, we all simultaneously belong to various communities such as society and our 

home, in addition to the classroom. We live in these communities daily, and thus mutually affect one another. This 

is also the case for languages and learning. Languages are not single entities, but multiple and multifaceted; for 

instance, native speakers’ and learner’s languages, and the standard and non-standard language varieties. 

Moreover, diversification in the purpose and form of learning is being gradually recognized.  

However, when it comes to Japanese language learning and language use, it is still common that the goal of 

learning is native-like performance, and that language use modelled on that of native speakers is required. The 

language that individuals use is also often seen and assessed from a monolingual perspective in terms of 

language ability and accuracy. This conference aims at confronting the diversification in the field of Japanese 

language education as well as examining together how we can embrace such diversification inside the classroom 

and how we can extend the understanding of the diversification beyond the walls of the classroom. 

The keynote address and a teacher training workshop will be given by Professor Ryuko Kubota, who has been 

actively engaged in language teaching and research from a critical perspective. Ms. Kaori Tanaka will run another 

teacher training workshop, which enables us to reflect and improve our daily educational practices. Also, a 

speaker from the Canadian Association of Second Language Teachers will be invited to talk about similar cases 

in another language. 

In this year’s conference, we will provide a platform to reflect upon and exchange opinions and ideas about the 

conference theme with all participants. In Calgary, a city nestled between the Great Plains to the east and the 

Rockies to the west, we look forward to sharing a fruitful time with all of the participants while enjoying a fresh air 

of the plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucalgary.ca/
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前号でご紹介した「継続シリーズ」がトロントで引き続き開催されました。今号でも継続してご案内します。― 編集部 

 

活動報告 

日本語教師情報交換会 第 21・22 回 日本語学習を継続させる 

小室リー郁子（トロント大学） 松本朋子（トロント日本語学校・JCCC） 

 

 通称「継続」シリーズと呼んでいるこの集まりは、CAJLE と国際交流基金トロント日本文

化センター（以下、“JFT”）との共催事業で、トロントやその近郊で日本語教育に携わって

おられる方、また日本語教育に興味を持っておられる方を対象に、ネットワーク作りと共に

学び合う機会を持つことをその目的に据えて活動を行ってきています。今年度は、これまで

6 月と 10 月に集まりました。 

 第 21 回目の 6 月 4 日（土）は、トロント日本語学校のご好意で授業見学を実施し、12

名の参加者が児童クラスと、2 つの成人クラスに分かれて授業を見せていただきました。

授業後、担当された先生方を交えて昼食会を行い、見せていただいた授業の運営や

その背景についてお聞きしたり、参加者間で意見や感想を共有したりすることができ

ました。 

 第 22 回目の 10 月 29 日（土）の集まりでは、第 21 回で見せていただいた成人クラ

スの授業の様子を、担当の松本朋子先生の説明をお聞きしながらビデオで拝見し、

参加者同士で意見交換を行うという活動

を行いました。これまで「継続」シリーズで

は授業見学を何度か行ってきましたが、

常に参加が叶わない方から見に行けなく

て残念だとの声が寄せられていたため、

今回は授業の様子をビデオに録り、後日

鑑賞会を開催しようということになりました。ただ、ビデオによる「授業見学」は、

「継続」シリーズでも初めての試みで、どのようにすれば参加者の方に授業の

臨場感を味わってもらいながら、なおかつ皆で集まって見ることの利点が生か

せるだろうかと考えました。その結果、授業をまとまりのあるところで切り、その

都度松本先生との質疑応答、またグループに分かれてご自身の授業を振り返

ったり意見交換をしていただく時間を十分に持つことで、20 余名の参加者の皆様から有意義な会であったというフィードバ

ックをいただきました。 

 これまで「継続」シリーズでは、教師による学校・プログラム紹介、学校見学、教材分析などを行ってまいりましたが、今

後も日本語教育に携わる方や日本語教育に興味を持っておられる方の声に応えながら、学習者の日本語学習の継続に

つながるネットワーク作りと教師自身の学びの場を提供していきたいと思っております。次回の集まりは、年が明けて春先

の開催を予定しております。 

  

 

トロント日本学校 松本朋子先生 

（写真は JFT 提供） 

第 21 回実施授業見学のビデオ（左）と 

当日使用された教材の紹介（右） 

（写真は JFT 提供） 

第 22 回の参加者の様子 

（写真は JFT 提供） 
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CAJLE 地域研修会は、地域研修会支援金によって開催されています。これは地域の日本語教育活性化につながる活動

を支援するための助成金で、2014 年に設けられました。研修会の第 1 弾は 2015 年 8 月にバンクーバー日本語学校で行

われ、今年度に入って第 2 弾がサスカチュワン州のレジャイナ大学で行われました。この研修会を企画されたラム先生か

らの報告文をご紹介します。- 編集部 

 

 

地域研修会報告：サスカチュワン州 

ラム智子 (レジャイナ大学) 

 

 2016 年 6 月 11 日に、CAJLE から地域研修会の補助を頂き、国際交流基金派遣日本語専門家・アルバータ州教育省

日本語教育アドバイザーの齊藤真美氏を講師としてお招きし、サスカチュワン州 2 度目の教師研修会を開くことが実現し

た。会場をレジャイナ大学に設け、サスカチュワン州のレジャイナ市とサスカツーン市の両市から継承語、高校教育、大学

教育に携わる参加者が一堂に会した。研修会では、JF 日本語教育スタンダードについての概要から始まり、「見える評価」

を重視したルーブリックを使ったパフォーマンス評価をグループごとに練習するなどの実践的な研修、また、齊藤先生の活

力的なお話、且つとても身近にお話しできるお人柄に参加者全員、積極的に参加できたことは大変ありがたかった。さら

に、このように様々な教育レベルの教師が集まった場を利用し、教授法以外にもそれぞれの現状問題を話し合ったり、教

師間のサポート、ネットワークを深める場を持てたことは、非常に有意義であったと思う。広い州内、おそらくとても離れた

小さい町や村でも、何のサポート、ネットワークがなく日本語を教えている人達もいるだろう。今回の研修会が終わり、近い

将来このような人にもできるだけ参加できる場が提供できたらと実感した。 

 

 
 

 

 

CAJLE 地域研修会支援金の応募条件・申込方法については、 16 ページをご覧ください。- 編集部 
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日本語多読ワークショップ参加報告 

金 梨花 (ブリティッシュ・コロンビア大学) 

  

2016 年 9 月 24 日アメリカ・ワシントン大学にて行われた多読ワークショップに参加した。NPO 多言語多読理事長の酒

井先生と副理事長の粟野先生による「辞書はひかない」「わからないところは飛ばす」「合わない本は投げる（次の本を探

す）」という多読三原則や教材の紹介から始まり、ノートルダム大学纐纈先生、南カリフォルニア大学熊谷先生より具体的

な実践報告があった。 

理論と実践、今後の課題に渡る多くの情報と発見の中で特に印象に残ったのは「教えない」教師への意識改革という

点である。教室で学生は自由な姿勢で好きな本を読み、教師はただそこにいて学習者の喜びや達成感に寄り添う。テスト

はしない。教材のサポートや評価の有無はカリキュラムなどの環境によるところが大きいが、叫ばれて久しい「内容重視」

「自律学習」が実践報告の中では行われていた。紹介された創造性豊かな学生のプロジェクト作品に、語彙と文法だけで

表現力をつけることの限界を改めて見た。 

言語学者の外山滋比古は未知の発見が知的活動の前提だとすると、文学作品を読むことが知的活動に最も効果的

だと述べている。既知の言葉で創作の意味を理解しながら想像と解釈によって未知の発見ができるという。初級クラスで

は「読み」は受動的で言葉の意味の確認が主となり、時間や教材の制限もあって想像・解釈を求めてこなかった。自分自

身は多読三原則を忠実に守る多読者であるのに、学生には読書の楽しさも未知の発見も支援してこなかった。そんな反

省をしつつ、帰途は同僚と「多読クラブ」の設立やその名前などを考えながら前向きに「読み」の活動支援の可能性につい

て話し合うことができた貴重な機会であった。 

 

 

 

ー学校紹介― 

今回の「学校紹介」は、サスカチュワン州よりサスカツーン日本語補習授業校、そして来年度年次大会が開かれるアルバ

ータ州よりカルガリー日本語学校をご紹介します。 ― 編集部 

 

 

SK 州サスカツーン日本語補習授業校 

クリンガー久美子 

 

 サスカツーン日本語補習授業校は 1978 年に設立された歴史ある学校です。現在は、小学生混合クラス、高校生・大人

初級クラス、高校生・大人中級クラス、高校生・大人上級クラスがあり、生徒数は合計 36 名です。生徒は日系人とカナダ

人の混合クラスです。授業は毎週日曜日 2 時間、年間合計 70 時間で、市内の高校の教室を借りて授業を行っています。

授業には日本の高校からの留学生達がボランティアとしてお手伝いに来てくれています。年間行事は、市内の他の

Heritage Language School と合同で行う合唱コンサート、学芸会、運動会、広島・長崎メモリアルデーがあります。2 年に 1

度は世界のいろいろな国が市内のあちこちにパビリオンを出店して文化を紹介するお祭りの Folkfest にも Asia Pacific の

パビリオンを日本と台湾の合同で出店しており日本語補習校の生徒たちが歌や踊りのパフォーマンスを披露しています。

これからも、サスカツーン日本語補習授業校がサスカツーン市に少しでも日本文化を浸透させるお手伝いが出来、一人で

も多くの人に日本語を学んでいただけますように精進してまいりたいと思います。 
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THE CALGARY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, ALBERTA 

YOKO FUKUSHIMA (PRINCIPAL) 
 

The Calgary Japanese Language School is a community-based school that was established in 1975 with the 

aim to provide Japanese language and culture instruction to Japanese descendants. The school has grown and 

evolved over the years from 60 students to over 270, including many students from diverse non-Japanese 

backgrounds. The school offers 3 programs: Heritage Japanese for children/youth, Japanese as a Foreign 

Language (JFL) for children/youth, and Adult classes. In recent years, more students in the JFL Youth classes for 

Grade 7 to 12 have advanced to the higher levels, continuing their study into adulthood. 

About 50 students are presently enrolled in the Youth program, with 4 levels of instruction provided — from 

beginner to intermediate classes. This may not seem like a significant number of students, but these teenagers 

are talented, culturally sophisticated, and highly motivated.  All have opted to learn Japanese for almost 2 hours 

every Friday evening without receiving any academic credits.  Only 25% are of Japanese descent, so these 

students enrol for reasons beyond studying their ancestral culture; it appears many enrol in JFL classes for 

personal enrichment. In a recent survey, we found 80% of the students were studying Japanese in order one day 

to visit Japan for sightseeing, study, or work. Other students indicated they want to enjoy anime, to learn about 

Japanese traditional culture (such as martial arts), to understand Japanese technology, or to take on a new 

language.  

Interest in Japanese culture and language will most likely continue to rise as Tokyo hosts the summer 

Olympics in 2020.  Also, according to readers of a U.S. travel magazine, Tokyo and Kyoto are the 2 most 

attractive holiday destinations outside of the U.S. With the support of the community, the Calgary Japanese 

Language School is committed to providing Japanese language and culture classes relevant to an increasingly 

diverse student population. 

 

 

 

 

― リレー随筆 ― 「間違い」の背景 

脊尾泰子（マギル大学） 
 

 ある日、初級クラスで「授業」という言葉が出てきた。すでに「料(fee)」という漢字を学んでいたので、学生達に「じゃあ、

『授業料』ってなんですか？」と聞いてみた。笑顔で挙手する学生達。数秒で終わると信じて学生を指名した。「Cooking 

class です！」一瞬理解できなかったが、よく考えれば確かに「授業(Class)＋料理(Cooking)＝授業料」といえなくもない。 

 また別の日、中上級クラスである学生が「ゆとり世代」について発表していた。すると、日本にルーツを持つ学生（「継承

語」学習者）が、「その何とか世代って何ですか？聞いたことないんだけど」と質問した。発表者（日本居住経験なし「外国

語」学習者）の説明を聞き、質問した学生は納得した様子で帰っていった。しかし後日、質問した学生のコメントを読んでい

ると思わぬ言葉が目に飛び込んできた。「茹だり世代」。手書きであるし、几帳面な性格から考えても書き損じではない。
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内容も真剣で、ふざけているわけでもない。どうやら説明を聞き「茹だってふにゃっとした様子」をイメージし、スライドの「ゆ

とり」という言葉は、単に発表者の間違いと判断したらしい。 

 そのような「間違い」との遭遇の中で、ふとその「間違い」が誰によるものであっても聞き手の反応は同じだろうかと疑問

に思った。大学時代、ある授業で「現代語のゆれ」について学んだ。「ラ抜き言葉」や「同音類義語の使い分け変化」等もあ

る意味、話者の工夫や社会変化の反映であり、徐々に間違いと言い切れなくなっているというような内容であったと記憶し

ている。また近年、造語が次々と生まれている。そんな言葉の中に間違いや思い込みから生まれたものもあるのではない

だろうか。しかし、もし前述の学生達が「授業料(Cooking class)」や「茹だり世代」を面白いと感じ、日本で使用したら周囲の

反応はどうであろうか。私が教室外でこのような「間違い」に出会ったら、相手が母語話者なら「日本ではこんな言葉が流

行っているのか」と思うが、非母語話者なら正すべきかどうか迷うかもしれない。 

 また、「茹だり世代」の学生は、もし発表者が母語話者や自分と同じ日本にルーツを持つ学生であったら、「茹だり世代」

を自信をもって安易に使っただろうか。私達のどこかに「日本にルーツのある人や居住経験のある人の方が日本や日本

語をよく知っている」というような感覚があるのかもしれない。「間違い」を指摘する前に、少し自身の感覚を疑い、その「間

違い」の背景を思索したいと思う今日この頃である。 

 次は日本語学がご専門の大妻女子大学の天野みどり先生にバトンをお渡しします。 

 

 

執筆者プロフィール ― 脊尾 泰子 (せのお やすこ) 

マギル大学文学部東アジア研究科専任講師。日本で国語教師を務めた後、2000 年渡加。2000 年から 2006 年までアル

バータ州バンフで過ごす。2006 年よりモントリオール在住。マギル大学教育学部で修士号（第二言語教育）取得。同博士

課程単位取得満期退学。 

 

 

 

 

国際交流基金コーナー  

 

「着任のご挨拶」 

国際交流基金トロント日本文化センター副所長  齋藤雅広 

 

 皆様初めまして。本年 10 月より、前任の高野に代りまして国際交流基金トロント日本文化センターに着任した齋藤雅広

と申します。 

 これまでは東京の本部にある、日本語事業部という部署で、東南アジアにおける日本語教育事業の支援や、海外にお

ける日本語教育機関調査などに携わってきました。 

 これから、当センターの一員として、カナダでの日本語教育の発展に貢献できるよう、努力していきたいと思いますので、

引き続きのご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
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「新しいオンラインリソースの紹介」 
 

 

 ひろがる もっといろんな日本と日本語 

「ひろがる もっといろんな日本と日本語」は、自分の楽しみを通して、いろいろ

な日本や日本語について学べるサイトです。世界中の日本語学習者が選んだ

トピックのビデオ等を提供するため、実際の日本人の声を紹介する先生方にも

おすすめです。 

 
 “Hirogaru, get more of Japan and Japanese” is a site for learning different things about Japan and the 

Japanese language through your own interests. “Hirogaru” has videos and other content about topics selected by 

Japanese learners around the world, so teachers looking to include real voices of Japanese people in their 

classrooms should check it out!  

 

【ＵＲＬ】 https://hirogaru-nihongo.jp/  

 
 
 

 みんなで聞こう 日本の歌 

レベル／テーマ別で検索できる学習者向けカラオケサイトです。先生方も是非、

「みんなで聞こう 日本の歌」を使って教室をカラオケボックスのようにしてみて

ください！ 

 
“Listen Together: The Songs of Japan” is a site where you can search 

for and listen to Japanese songs that suit your interests and the level of 

your Japanese language ability. It is also a great resource for teachers 

who want to include karaoke in their classrooms! 

 

【ＵＲＬ】 http://nihon-no-uta.jp/ 

 
 
 
 

 JF にほんご e ラーニング みなと 

オンラインで日本語を学び、コミュニティで世界中の仲間と交流する、それが「みなと」

です。これからも、どんどんと魅力的な日本語コースが展開されていく予定です。「み

なと」から、「日本語学習」と「交流」の旅を始めてみませんか。 

 
'Minato' - learn Japanese and interact with fellow students around the world online. At Minato our constant goal is 

to always develop the most inspiring Japanese courses. Let Minato be the place you start your Japanese 

language and cultural exchange journey. 

 

【ＵＲＬ】 https://minato-jf.jp/  

【紹介動画】 https://youtu.be/m_DEUK7hTz0（1 分 54 秒） 

 

吉良友菜『魔法をかけて』 

「みんなで聞こう 日本の歌」から 

https://hirogaru-nihongo.jp/
http://nihon-no-uta.jp/
https://minato-jf.jp/
https://youtu.be/m_DEUK7hTz0
http://nihon-no-uta.jp/play.html?song=020
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― CAJLE よりお知らせ ― 

年次総会議事録・会計報告 

書記 

 

2016 年度の CAJLE 年次大会はナイアガラ・フォールズにて 8 月 17・18 日の 2 日間に渡り開催され、年次総会は 17 日

に行われました。年次総会議事録と会計報告は CAJLE ウェブサイト会員専用ページ Member’s Area にてご覧いただけ

ます。会員の方はウェブサイト右側の「ログイン Sign In」から入ることができます。http://www.cajle.info/ 

 

 

 

 

地域研修会支援金について 

REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND 

 

CAJLE は、オンタリオ部会・アトランティック部会に代わり、今後、特に地域を限定せずにカナダ全土における活発な活動

を目指す「CAJLE 地域研修会支援金」を設けることにいたしました。会員による地域の日本語教育活性化につながる活

動を支援するための助成金です。地域のニーズに応じた教師研修や教師間のネットワーク作り促進のための事業を会員

自ら企画し実施することを支援します。企画の実施まで、近隣の CAJLE 理事が連絡役・相談役を務めます。詳細はこちら

をご覧ください。皆様からのお申し込みをお待ちしております。（広報担当） 

CAJLE has replaced the Atlantic and Ontario Chapters to create the “CAJLE Regional Workshop/Meeting Support 

Fund”. This is to allow broad-ranged activities that will cover all of Canada and not be limited to specific regions. 

This fund was created to assist in the regional growth of the Japanese language community through its members. 

It will enable members to plan and create their own instructor training, as well as instructor networks to better suit 

regional needs. Nearby CAJLE directors will serve liaisons and consultants. Please see the website for more 

information. We wholeheartedly look forward to receiving your application. (Public Relations) 

 

 

CASLT からのお知らせ 
 

CAJLE とパートナーシップを結ぶカナダ外 国 語 教 師 会  CASLT (The Canadian Association of Second Language 

Teachers/L'Association canadienne des professeurs de langues seconde) では隔年で全国規模の学会を開催しています

が、2017 年の学会はエドモントンで開かれます。カナダ国内外から 1000 人以上の参加者が集まり 3 日間に渡り 150 を超

える講演や教師研修、研究発表が行われ、日本語教育関連の発表も予定されています。どうぞご参加ください。  

 

※ CAJLE 会 員 は CASLT 会 員 登 録 の 際 に 割 引 (affiliate individual 

membership fee)が適用となります。詳細は会員規定をご覧ください。  

 

日程: 2017 年 4 月 6 日(木) 〜 8 日(土)  

開催地: アルバータ州エドモントン 

 

お申し込みはこちらから (早期割引は 2016 年 12 月 15 日まで)  
Registration (English) http://caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_en.php 
Inscription (Français) http://caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_fr.php 

http://www.cajle.info/
http://www.jp.cajle.info/programs/regional-activities/
http://www.jp.cajle.info/programs/regional-activities/
http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
http://caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_en.php
http://caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_fr.php
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LANGUAGES WITHOUT BORDERS 2017: THE PERFECT PLACE TO 

REVITALIZE! 

BY CANADIAN ASSOCIATION OF SECOND LANGUAGE TEACHERS (CASLT) 

 

The Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT) is pleased to invite you to the 2017 edition 

of Languages Without Borders, which will take place in Edmonton, from April 6-8. Organized in collaboration with 

the Institute for Innovation in Second Language Education (IISLE) at the Edmonton Public Schools Board, it will 

once again be the perfect occasion to meet, discuss, and share with colleagues from all over the country.  

We have taken everything into account to help you make the most of this event: an outstanding venue, over 

100 workshops and presentations on topics dear to the heart of second language educators (plenty related to 

Japanese), renowned speakers and a much diverse cultural program. Truly, Languages Without Borders will be 

the best place to revitalize yourself this year! 

Wish to join us? You can register now and enjoy our early bird rate until December 15, 2016. Should you wish 

to register a large group of individuals, contact admin@caslt.org for details about the procedure. You will even be 

able to enjoy our preferred rate in one of the three hotels selected for the conference. To keep up to date with the 

most recent news about LWB, like our Facebook page (Languages Without Borders/Langues sans frontières), 

follow us on Twitter (@CASLT_ACPLS), or visit www.caslt.org/LWB-2017-LSF! 

 

 

 

 

2016 年度上半期活動報告 
書記 青木恵子、白川理恵、脊尾泰子 

 

6 月 

 

 

6 月 4日 

 

 

6 月 11日 

 

 

6 月 14日 

 

 

7 月 

 

 

7 月 28日 

 

 

 

 

8 月 16日 

・広報部よりニュースレター52 号発行 

・ウェブサイトより全国弁論大会のサイトをアップデート 

 

「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 21 回」日本語クラス見学 於トロント日

本語学校/共催：CAJLE、国際交流基金トロント 

 

CAJLE 地域研修会支援第 2 弾：サスカチュワン州日本語教師研修会開催 

 

 

第 1 回オンライン理事会開催  2016-2018 年度理事改選、会計予算、カナダ全国日本語弁論大会の

報告、CAJLE2016 年次大会実行委員会からの状況報告 

 

・ジャーナル編集部よりジャーナル CAJLE 17 号発行 

 

 

第 2 回オンライン理事会開催   

2015 年度決算報告承認、2016 年度（新）予算案承認、CAJLE2016 年次大会の最終確認 

理事改選：新理事の候補を理事会として承認し、総会で会員の承認を待つ 

 

 

第 3 回理事会開催 

http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF
mailto:admin@caslt.org
https://www.facebook.com/LWB.LSF/
https://twitter.com/CASLT_ACPLS
http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF
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8月 17・18日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 17日 

 

 

9 月 8日 

 

 

9 月 9-10日 

 

 

9 月 20日 

 

10 月 

 

10月 11日 

 

10月 14日 
 

 

10月 29日 

 

CAJLE2016 年次大会開催 「グローバル時代の日本語教育―つながる教育とは」 

   開催地： オンタリオ州ナイアガラフォールズ Crowne Plaza Fallsview, Niagara Falls 

 後援： Department of East Asian Studies, University of Toronto、Office of International 

Education, Asian Studies Program, Department of Linguistics, University at Buffalo, The State 

University of New York、The Japan Foundation、The Canadian Association of Second Language 

Teachers、IACE Travel、Japan Communications Inc.、Nippon Express Canada、Top 

Career/Fourth Valley Concierge Corporation 

  基調講演： 當作靖彦先生（カリフォルニア大学サンディエゴ校）「グローバル時代の日本語教育―

つながる教育、社会、人、モノ、情報」、教師研修 I： 當作靖彦先生（カリフォルニア大学サンディエ

ゴ校）「言語教育におけるパフォーマンス・オーセンティック評価：その効果的なデザインと実施方

法」、教師研修 II： Jim Murphy 先生（The Centre for Distance Learning and Innovation, The 

Department of Education and Early Childhood Development, Newfoundland and Labrador; 

President, The Canadian Association of Second Language Teachers）「Teaching Languages Online: 

Asynchronous and Synchronous Learning / Enseigner les Langues en ligne: Apprentissage 

Synchrone et Asynchrone」、教師研修 III： 齊藤真美先生（国際交流基金派遣日本語専門家・アル

バータ州教育省日本語教育アドバイザー）「インターネットリソースとの管理と活用－日々の授業・

活動に生かすために－」 

 

年次総会開催  

・2016年度の公認会計士税理士 Chaplin & Co. 会計事務所に引き続き依頼することが承認された 

・理事改選に伴い、安倍さやか氏、萩原あみ氏の辞任が発表され、推薦を受けた河井道也氏（オンタ

リオ州）、クラスナイいづみ氏（サスカチュワン州）、善積祐希子氏（アルバータ州）を加えた計17名の

理事が承認された 

・来年の年次大会の日程と開催地が発表された。 2017 年 8 月 16, 17 日  開催地： カルガリー大学  

 

第 4 回臨時理事会開催  

 

 

「日本語学習フェア Japanese Study Fair」にてブース出展  

於 国際交流基金トロント日本文化センター 

 

インドネシアのバリにて開催の ICJLE 及び GN 代表者会議に会長代理として副会長柴田氏、オブザ

ーバーとして理事の米本氏が出席 

 

第 5 回オンライン理事会開催  

 

・発表企画が CAJLE2016 年次大会 Proceedings をウェブ上に掲載 
 

第 6 回オンライン理事会開催   

 

CASLT(Canadian Association of Second Language Teachers)： AGM & The 14th Networking Event /

於オタワ 小室リー会長、理事の林氏が出席し、パートナーシップ協定の更新（再調印） 

 

「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 22 回」ビデオによる授業見学 

/於 国際交流基金トロント日本文化センター/共催：CAJLE、国際交流基金トロント 
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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 

編集後記 

 

◆大教室でマイクやテレビを使った講義が増える昨今、教師と学生の繋がりはもとより、学生同士の繋がりも薄くなってき

ています。そのような大学の教育環境において、少人数でインタラクティブな授業が多い日本語の教室は希少かつ貴重な

存在かと思われます。今回の特集を通して、学生が安心できるグループの作り方や教師が配慮することなど参考になりま

したら幸いです。(紅＠倫敦) ◆一昔前は「お互い会う時間がない」とごねる学生のワークロードに気を使いながら出して

いたグループ課題も、オンラインで常時繋がる今の学生は SNS や共有ファイルなどを活用して難なくこなしてしまいます。

時代は変わったと思う一方、私も便利さから LMS やメールで課題を提出させることが多くなりました。しかし宿題に「名前

が書いてない」「ホッチキスしてない」など、学生とのちょっとしたお決まりのやり取りが少なくなって寂しい気もしています。

（Au79＠晩香波） ◆普段私は一人で仕事をすることが多いのですが、今回メールで他州の人達とやり取りしながら、ニュ

ースレターが出来上がっていく過程を目のあたりにしました。距離や時差を越えて繋がれるメールってすごいなと改めて感

じました。今回から新しく広報係に加わらせていただきました。皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。(123＠薩斯

卡通）◆冬になると日照時間も減少し、期末に向けての忙しさと相まって、気分がすぐれなくなりますね。学生の欠席も多く

なり、心と体の健康のためにも各種サポートが必要になってきます。自分の大学では最近 Health, Counselling, Disability 

Services が Student Wellness  Services と名前を変え（こちらの方が敷居が低く感じます）、カウンセリングだけでなく、セラ

ピードッグの訪問などいろいろなサービスを提供しています。理工系の学生たちが「日本語の授業は楽しいです」と言い始

めるのもだいたいこの時期です。人との触れ合いができるコースだからだそうです。自分の居場所があるのはいいことで

すね。人と触れ合う学習だからこその悩みもありますが、皆が気持ちよく参加し、学び合い、より高い目標に到達できるよ

う配慮していきたいです。（安袁岐＠王町）  

 

 

 

カナダ日本語教育振興会 

Canadian Association for Japanese Language Education 
P. O. Box 75133 

20 Bloor St. East Toronto, Ontario M4W 3T3 Canada 
Web: http://www.cajle.info/ 

 
 

mailto:CAJLE.PR@gmail.com
mailto:CAJLE.PR@gmail.com
http://www.cajle.info/
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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 

・カナダの日本語教育情報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$45） 

 

会費年度 

毎年１月１日から 12 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 

 

CAJLEホームページのメンバーシップページ（About us）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ホームページをご覧ください。

http://www.jp.cajle.info/ 

 

 

申込先：   

Canadian Association for Japanese Language Education 
(CAJLE) 
P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East 
Toronto, Ontario, M4W 3T3, 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: 

CAJLE membership entitles you to: 
- Receive 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) 

 
Term of Membership: 

The term of membership runs from January 1 of each 
year through December 31. 
 

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 3T3, CANADA  
 
Please notify us at the following email address if your 

contact information changes:  cajle.kaikei@gmail.com 

http://www.jp.cajle.info/
mailto:cajle.kaikei@gmail.com
http://www.cajle.info/
mailto:cajle.kaikei@gmail.com
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CAJLE 2017 年次大会研究発表募集 

発表企画 
 

CAJLE（Canadian Association for Japanese Language Education: カナダ日本語教育振興会）は一年に一回、講演、教

師研修、研究論文発表、総会、懇親会などを組み入れた大会を開催しています。日本語教育、日本語学に関する情報や

意見を交換し、参加者同士が親睦を深めながら学ぶ貴重な場となっています。次回 2017 年の年次大会は、下記の通り、

アルバータ州カルガリーのカルガリー大学にて開催されます。 

 

大会テーマ：『広がる日本語：日本語教育と社会とのつながり』 

"Diversifying Japanese: Connections between Language Education and Society” 

日程： 2017 年 8 月 16 日（水）、17 日（木） 

開催地： アルバータ州カルガリー、カルガリー大学（http://www.ucalgary.ca） 

基調講演・教師研修 I： 久保田竜子先生（ブリティッシュコロンビア大学） 

基調講演「規範主義を超えた日本語教育の構築へ：多様性とそのポリティクスを考える」 

教師研修 I「多様性を織りこむ日本語指導：実践と課題」 

教師研修 II： 田中香織先生（国際交流基金トロント日本文化センター） 

 

研究発表は、日本語教育、日本語学、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

に大会テーマに関わる発表を歓迎します。発表は、口頭発表（発表 20 分、質疑応答 10 分）あるいはポスター発表（90 分

の発表時間。その後も展示時間あり）のいずれかとし、発表言語は日本語、英語、あるいはフランス語とします。詳細は

CAJLE Homepage（こちら）をご覧下さい。 

 

応募資格 

発表者は当会会員に限ります。共同発表者も含め応募時に入会手続きがお済みでない場合は、選考の対象となりま

せんので、ご注意下さい。入会案内はこちらをご覧ください。なお、共同発表を含めて、応募は一人一題までとします。 

 

応募方法（口頭発表・ポスター発表とも） 

以下の項目を会員ページのオンライン応募受付サイトにご記入下さい。会員サインインページはこちらです。なお、応

募時の要旨は、大会 HP と大会当日の配布資料に掲載されます。 

1) 発表題目：日本語と英語、または日本語と仏語。 

2) 発表要旨：発表言語で作成。日本語要旨は 700 字以内、英語・仏語要旨は 350 語以内 

3) 発表の分野（日本語教育、言語学、継承語教育、その他） 

4) 発表者氏名（日本語とローマ字で筆頭・共同発表者全員のもの） 

5) 所属（日本語と英語、または日本語と仏語で筆頭・共同発表者全員のもの） 

6) 希望する発表形態（口頭発表希望・ポスター発表希望のいずれか）＊選考の結果ご希望に添えない場合もあ

ります。 

7) メールアドレス（発表者全員のもの） 

 

締切： 2017 年 4 月 10 日（月） 

採否通知： 2017 年 5 月 15 日（月） 

 

大会後 Proceedings を CAJLE ホームページで公開します。前大会までの proceedings はこちらからご覧になれます。 

CAJLE 2017 年次大会 Proceedings のガイドライン（詳細は近日中に CAJLE Homepage に掲載） 

長さ： 枚数 4 枚〜10 枚 

提出締め切り： 2017 年 9 月 4 日（月）必着 

なお、大会発表からジャーナル投稿にふさわしい研究を選抜し Journal CAJLE vol. 19（2018 年夏発行予定、査読審

査付）への投稿案内をいたします。 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.ucalgary.ca/
http://www.cajle.info/
http://www.cajle.info/about-us/membership/
http://www.cajle.info/about-us/membership/sign-in/
http://www.cajle.info/publications/conference-proceedings/
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/
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CALL FOR PROPOSALS:  
CAJLE 2017 Annual Conference 

 

Theme:  "Diversifying Japanese: Connections between Language Education and Society” 
 

Conference Date:  August 16 (Wednesday) – August 17 (Thursday), 2017  
Conference Venue: University of Calgary, Calgary, Alberta (http://www.ucalgary.ca) 
Keynote Address & Teacher Workshop I: Professor Ryuko Kubota (University of British Columbia)  

Keynote Address: “Transcending normatism in Japanese language teaching: Exploring diversity and its 
politics” 
Teacher Workshop I: “Integrating diversity into Japanese language teaching: Instructional practices and 
issues”  

Teacher Workshop II: Ms. Kaori Tanaka, Education Consultant (the Japan Foundation, Toronto) 
Abstract Submission Deadline:  Monday, April 10, 2017 
Notification of Acceptance:  Monday, May 15, 2017 
CAJLE HP is here. 
 

We invite submission of abstracts for paper presentations and poster 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 presentation is 30 minutes (20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion), and posters will be 
presented in a 90-minute poster session. Presentations may be given in either Japanese, English or French. 

 
Individuals may submit only one proposal as presenters or co-presenters. Presenters, including co-presenters, must 

be members of CAJLE. Non-members will be required to submit a membership application prior to submitting a 
proposal. Membership information is here. 

 
Please submit your proposal via the Online Proposal Submission form in the CAJLE member-only website. To access 

to the member-only site, please sign in from here. 
 

1) Paper title (in both Japanese and English or in both Japanese and French) 
2) Abstract: 700 letters in Japanese or 350 words in English/French 
3) Area of your study/research (Japanese pedagogy, Linguistics, Heritage Language Education, Others) 
4) Name(s) of the presenter(s) (in both Japanese and English, or in both Japanese and French; list all 

co-presenters),  
5) Affiliation (in both Japanese and English, or in both Japanese and French; list each co-presenter’s 

information), 
6) Preference for presentation type: please indicate either “oral presentation preferred” or “poster 

presentation preferred”. We will accommodate preferences as space allows.  
7) E-mail address (of all presenters) 

 
We will publish the conference proceedings online (previous issues of the proceedings). 
 Guidelines for CAJLE Conference Proceedings 
 The length of manuscript: 4 ~ 10 pages 
 Submission deadline: Monday, September 4th, 2017 

 
Also, selected presentations at the conference will be invited after the conference for submission for Journal CAJLE, 

Volume 19 (to be published in summer of 2018). These submissions will undergo a separate review process set by the 
standards of the journal.  
 
 

http://www.ucalgary.ca/
http://www.cajle.info/
http://www.cajle.info/about-us/membership/
http://www.cajle.info/about-us/membership/sign-in/
http://www.cajle.info/conference-proceedings/
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/
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