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皆様、健康で安全にお過ごしでしょうか。新型コロナが生活の一部

になってから早くも春、夏、秋が過ぎました。各地の皆様も様々な困難

を乗り越えつつ日々前進していらっしゃることと思います。皆が一斉に

放り込まれたこのウィズコロナの世界ではあらゆることが大きな変化を

強いられています。教育の面においては、対面授業が制限され、今まで

のやり方が通じないことにより、カリキュラムの大幅見直しや遠隔授業

への対応を迫られ、日々格闘を繰り返しています。遠隔授業を可能にす

るツールはどんどん発達し、進化のスピードについていくのが大変です

が、一年前には考えられなかった教え方・学び方が可能になりました。

人々も物理的な制約なしに自由につながれるようになりました。オ

ンラインセミナーや研修会・講演会が世界のあちこちで開かれ、参加が

容易になっています。今やカレンダーにオンライン研修が一度もない月

はないでしょう。実際に会ったことがないのに画面越しで意気投合し、

その後もやりとりを続けたり、共同プロジェクトに発展したというケー

スもあるのではないでしょうか。つながりを求める人はつながりを広げ

深める一方で、つながる術がなく、孤独に問題に対処しているというケ

ースもあるかと思います。私たちのような団体はどのような場を提供で

きるのか、どのように支援するのがベストなのか、常に状況を見ながら

対応していきたいと考えております。

このニュースレターにもある通り、夏の年次大会 CAJLE2021 はオン

ラインでの開催が決定しました。コロナの先を見据えた大会テーマとな

っております。エドモントンで皆さまとお会いできないのは残念です

が、オンラインの利点を生かして、より多くの方々にご参加いただけれ

ばと思います。実行委員一同、知恵を絞りながら企画しております。

それでは、気の早い年末のご挨拶となりますが、皆様どうぞよいお

年をお迎えください。
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CAJLE2021 年次大会のご案内 

大会実行委員長 青木裕美・藤原文 

 

テーマ:「コロナ後の日本語教育：変革と成長の機会へ」 

日程: 2021年 8月 18日（水）・19日（木） 

開催方式: オンライン開催 

基調講演・教師研修 I：横溝紳一郎先生（西南女学院大学教授） 

特別講演 II： 吉川景子先生（国際交流基金派遣日本語上級専門家、アルバータ州教育省日本語教育アドバ 

 イザー） 

教師研修 III:  CASLT（カナダ第二言語教師会）講師 (TBA) 

 新型コロナウイルスの感染対策で始まったオンライン授業も、はや９ヶ月が経とうとしています。冬を迎え状

況が改善する兆しが見えないカナダでは、春までオンライン授業が続くことが決定している教育機関も少なくな

いようです。９ヶ月前、右も左もわからない状態で突然オンライン授業が始まって以来、学びと情報を求める教

師間のネットワークはこれまでにない規模とスピードで広がりました。現在では各地で、効果的なオンライン授

業を目指すワークショップや勉強会がネット上で盛んに行われています。オンラインで日本語を教えることの限

界に日々悩まされながらも、それぞれの教師が各教育現場で新しい経験と見識を積み重ねてきたことは間違いな

いでしょう。  

 CAJLE2021 年次大会では、こうして培われたみなさんの実践経験や見識を、単純に緊急事態への対応と一過性

のものとして捉えるのではなく、自身の成長と教育環境の向上のための財産に転換させるための学びの場にした

いと考えています。そこで、自己成長を目指して自らの教授活動を振り返る手法として教育現場で幅広く認識さ

れているアクション・リサーチの専門家でもあり、日本語教師養成のご経験も豊富な西南女学院大学教授の横溝

紳一郎先生に基調講演と教師研修をしていただく予定です。さらに、今年からカナダに赴任された国際交流基金

／アルバータ教育省の吉川景子先生、および CASLTの講師の先生にも実践的な教師研修を行っていただく予定で

す。  

 当初、CAJLE2021 は、アルバータ州エドモントン市のアルバータ大学での開催を予定しておりましたが、新型

コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、参加者の皆様の安全を考慮して、オンラインでの開催に決

定いたしました。皆様と対面でお会いできないのは大変残念ですが、オンラインの利便性を最大限に活用し、世

界各地からの参加者を募りたいと考えています。今大会では世界の様々な日本語教育現場で教える参加者の方々

と、日本語教育にまつわる幅広い課題について情報の共有ができることが期待され、これまでの年次大会とは一

味違った学びを体験していただけるのではないかと思います。  

 毎年年次大会に参加して来られた皆様も、これまで 

時間や地理上の都合でなかなか参加がむずかしかった 

皆様も、どこでもドアさながらに、クリック一つでカ 

ナダ、そして世界中の日本語教師と出会える貴重な機 

会です。ぜひお気軽に CAJLE2021 にご参加ください。  

 研究発表募集など、大会についての詳しい情報は、 

CAJLE ウェブサイト、会員メールリスト、または 

Twitterを通じて随時発信していく予定です。  
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CAJLE では TWITTER で情報を発信しています。 

フォローお願いします！ @CAJLE_ACELJ 

 

 

 

 

 

 

 
CAJLE2021 ANNUAL CONFERENCE 

HIROMI AOKI & AYA FUJIWARA, ORGANIZING COMMITTEE FOR THE CAJLE ２０２１ 
 
Theme: Japanese Language Education in the Post-COVID-19 Era: Opportunities for Change and Growth 
Date: August 18 (W) and 19 (TR), 2021 
Conference Format: Online 
Keynote Lecture & Teacher Workshop I: Dr. Shinichiro Yokomizo (Professor, Seinan Jo Gakuin University) 
Teacher Workshop II: Ms. Keiko Yoshikawa, Japanese-Language Education Advisor (Alberta Education, 

Sponsored by the Japan Foundation)  
Teacher Workshop III: Lecturer from CASLT (The Canadian Association of Second Language Teachers) TBA 
 
It has been almost nine months since we started teaching online as a countermeasure against the spread   of 

COVID-19. Nine months ago, many teachers were forced to start online classes without adequate training and 
support. As a result, the network of teachers seeking useful information has grown at an unprecedented scale and 
speed. Nowadays, workshops and study groups on effective online teaching practices are thriving online in many 
places. While struggling daily with the limitations of teaching Japanese online, each teacher has undoubtedly 
accumulated new experiences and insights in their respective teaching settings. Such experiences that teachers 
have developed so far should not simply be viewed as a response to emergencies and a temporary fix. The 
CAJLE 2021 Annual Conference will provide teachers with learning opportunities to turn their experiences into an 
asset for their professional growth and improvement of the educational environment. We will invite Dr. Shinichiro 
Yokomizo, a Professor at Seinan Jo Gakuin University, to give a keynote lecture and a teacher workshop. Dr. 
Yokomizo is an expert in action research and has extensive experience in training Japanese language teachers. 
Action research is a widely recognized method in Education for reflecting on one’s teaching activities for 
professional growth. There will also be two practical teacher workshops led by Ms. Keiko Yoshikawa, Japanese 
Language Education Advisor, from Alberta Education (sponsored by the Japan Foundation), and an instructor 
from the Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT).   

This conference was originally scheduled to be held at the University of Alberta in Edmonton, Alberta, but with 
no prospect of an end to the COVID-19 infection, we made a decision to hold the event online for the safety of all 
participants. We are very sorry that we will not be able to meet with you in person, but we will make the best use 
of the convenience of the virtual event and attract participants from all over the world. Thus, participants can 
expect to have a unique learning experience this year as they will engage in discussions on a wide variety of 
issues surrounding Japanese language education in various regions of the world. Whether you are a regular 
attendee of the annual conference or could not attend due to time or geography, this is a valuable opportunity to 
meet with Japanese language teachers in Canada and around the world with the click of a mouse, just like 
opening the Dokodemo door. Please join us virtually at the CAJLE 2021 Annual Conference.   

More information about the conference, including the call for proposals, will soon be provided on the CAJLE 
website, the member email list, or via Twitter.  
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特集記事  学びを止めるな！ 

 

コロナ感染拡大に伴いカナダでも今年の春より対面授業からオンライン授業に移行しました。学校関係者

を始め、先生方や多くの日本語教育関係者の方々が夏を通して様々な準備をし、9 月の新学期を迎えたこと

と思います。しかし、実際に新学期が始まると、継承語学校や補習校から学習者減少の話が聞こえてくるよ

うになりました。そこで継承語や年少者の日本語教育にも深く関わっている CAJLE では本当にこのようなこ

とが起こっているのかその現状を把握するために継承語、補習校の先生、関係者、保護者の方々にアンケー

トをお願いし、現在の状況、そしてご意見を伺うことにしました。有難いことに１ヶ月ほどの期間に 142名の

方々がアンケートに参加してくださいました。そこで今回の特集記事は多くの方々から頂いた貴重なご意見をま

とめ、『学びを止めるな！』と題してお届けします。この短い特集記事の中に、回答してくださった皆様のご

意見をまとめる難しさ、そして責任を感じておりますが、皆様の思いがこの特集記事を読んでくださる方々に届

けられ、今後の意見交換、情報共有の一歩になればと思っております。 
最後に今回の特集記事は多くの方のご協力無しには作成することはできませんでした。アンケートの作成、送

付にご協力くださった皆様、またアンケートに参加してくださった皆様に深くお礼申し上げます。― 編集部 
 

 

アンケート結果の概要 

 
まずはこのアンケートからわかった継承語学校や補習校の 
新学期の現状ですが、先生方に仕事をしている学校で学生数 
の減少が起こったかどうかについてお聞きしたところ、42名 
の先生方の内その半数の 21名の方が「はい」と答えていま 
す。残りの 19 名の方は減少は起こっていない、そして、2名 
がその他を選んでいます。その他の回答ではオンライン授業 
は嫌だと言われたが、青空教室のような工夫をしたら戻って 
きてくれたというような回答があります。この結果からカナ 
ダの全ての継承語学校、補習校で学習者の減少が同じように 
起こっているわけではないことがわかりましたが、半数の先 
生方の学校で減少が起こっていることを考えるとこれは注視 
すべき状況ではないでしょうか。 
 
それでは先生方はオンライン授業に移行しどのように感じ 
ているのでしょうか。先生方にオンラインに移行して何が一 
番大変だと感じているかとお聞きしたところ、以下の四つの 
問題についての回答が多くありました。（複数回答可） 
 

• オンライン授業の準備に関する問題 
• オンラインツールなどの使用に関する問題 
• ネットワークに関する問題 
• グループで行う学習活動に関する問題 

 
右の円グラフからもわかるように半数の先生方（42名中 21 

名）がオンライン授業の準備に苦労していると回答していま 
す。次に多かったのはネットワーク環境に関する問題とオン 
ラインツールに関する問題でそれぞれ 14 名、またグループ 

はい

50%
(21)

いいえ

45%

(19)

その他

5%
(2)

Q：学習者の減少が起こっていますか？

授業準備

31% (21)

ネットワーク

21% (14)

オンライン

ツール

21% (14)

グループ活動

8% (5)

その他19%
(13)

Q: オンライン授業に移行して大変だと感じることは？ 
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活動を選んだ先生は 5名でした。ネットワークやグループ活動に関する問題では無料の Zoomを使用しているこ

とで一回の授業が 40分と時間制限され、それに起因している問題があるようです。例えば、対面授業の時のよ

うな指導ができない、アクティビティの種類が限られる、これまでのように十分に時間を取って指導ができない

と感じるというようなコメントがあります。その他の回答を選んだ方も 13名いますが、そこに挙げられた問題

には、学習者との関係作りや信頼作りが難しい、学習者の習得状況の把握が難しい、宿題などの添削にかかる時

間の大幅な増加など多種多様の問題点があり、先生方が様々な悩みを抱えながらオンライン授業を行っているこ

とがわかります。 
 
どのような支援が必要だと感じているかという質問に対しては、上記の問題点を反映してオンラインで教えるこ

とに直結するようなアドバイスや実践例などの学びの場などに関するものが多く見られます。特に回答が多かった

ものは以下の通りです。 
 
• 実際に教えている先生の体験例、成功例、実践例、授業のアイディアを知りたい 
• 勉強会や講習会に参加したい、アドバイスが欲しい 
• オンラインツールの活用アイディアを知りたい 
• オンラインツールのテクニカルサポート 
• デジタル教材、動画などの共有 
• 金銭的補助 

 
次に保護者の方からの回答をご紹介します。今回 113 名の保護者の方がこのアンケートにご参加くださいまし

たが、112名（99％）の方がお子さんを現在継承語学校や補習校に通わせていると回答しています。このような

結果になった要因ですが、アンケート送付を学校関係者にお願いしたからではないかと考えられます。お子さん

を学校に通わせていない保護者１名（1％）と他の方でこの質問に回答している方々は学校に通わせない理由に

ついて以下のように述べています。 
 

• ネット環境に関する問題 
• 子供の年齢 
• 家庭の事情 
• オンライン授業の効果への疑問 
 

お子さんを継承語学校や補習校に参加させている保護者 
の方には主にオンライン授業の効果、またこれまでオンラ 
イン授業を受けてその感想やご意見を伺いました。保護者 
（112名）の中で 39％（44 名）はオンライン授業は効果的 
であると回答しています。あまり効果的ではないと思って 
いる方が 43名、全然効果的ではないと考えている方は 4 
名、そしてその他は 21名となりました。ここでわかったこ 
とはオンライン授業が効果的に感じられるかどうかという 
問題に関しては、授業の内容だけでなく Wifiなどのネット 
環境、学習者の年齢、体験的な学習の可能性、学習者のモ 
チベーションの維持など多岐に渡る要因も関係しているよ 
うです。上記の質問でその他を選んだ回答が 21名と多かっ 
たのも様々な要因により効果的なことと効果的でないこと 
があり、どちらともいえないと思っている回答者が多かっ 
たのではないかと推測されます。次ページに保護者の方が 
オンライン授業に関してどう思っているのかそのご意見を 
項目ごとにまとめましたのでご覧ください。 
 

とても効果的

である

39%（44）

あまり効果的

でない

38%（43）

全然効果的でない

4%（4）

その他

19%（21）

Q:オンライン授業についてどう思いますか？
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オンライン授業で効果的だと感じること オンライン授業で効果的ではないと感じること 

• オンライン授業の構成について 
小人数になり先生からの個人指導やコメントな

どが学習の上で効果的 
• 先生方の工夫 

映像やオンラインツールを使った楽しい授業で

これまで以上に楽しめている、またモチベーシ

ョンが下がりにくい 
• 発話の機会 

親以外の日本人と話す機会がある、先生と１対

１で話せる 
• 学びの機会 

この状況でも日本語に接する機会、勉強する機

会、発話する機会があること 
• 時間の管理 

送迎時間がない、親の仕事時間の調整がしやす

い、遠くからでも参加できる 
• 仲間とのつながり 

友人、クラスメートとのつながりを感じられる 
• 学習者への援助 

保護者が授業の内容を共有でき、子供の学習の

援助がしやすい 
• オンライン、コンピューターに関すること 

パソコン、オンラインに関する知識やエチケッ

トを学ぶことができる 
 

• Wifiなどのネット環境に関する問題 
音声にズレが生じる、相手の言葉が聞き取りにくい 

• オンラインツールに関する問題 
使い方の問題、ズームが 40分なので授業時間が短

くなった、ブレイクアウトルームが使えない 
• コミュニケーションに関する問題 

活発なコミュニケーションが難しい、一方的になり

がち、発話が先生対学習者になりがちで、子供同士

の会話がない、発話の機会が少ない、先生の指示が

わかりにくい、二人が同時に話すと聞き取りにく

い、質問した時などに時間がかかる 
• 体験学習等の問題 

季節のイベント、文化体験ができない 
• 親の負担の増加 

宿題などが増え、親の負担も増えた、ズームの時に

親が付きっ切りとなり、子供に何をするか伝えなけ

ればならない 
• 年齢的な問題 

低学年の学生は特に集中力が続かない、他のことに

気が取られる、コンピューターなど自分で使えな

い、親への負担が大きい 
• 学習者のモチベーションの問題 

教室ではなく自宅での勉強で緊張感がない 
• 友達のつながりがない 

休み時間などに遊べず、友達とのつながりが感じら

れない 
• 文字を書く練習やテストの実施の難しさ 

オンライン上で行うのが難しい 
 

ここで紹介できたのは今回のアンケート結果の概要だけですが、アンケートに寄せられた一つ一つの回答を読む

と、オンライン授業への移行で日本語教育の現場が変化していく中で学習者の学びを止めないために努力している

先生や保護者の方々の姿が感じられます。先生方はこれまで経験したことがないオンライン授業を行うために自分

も学び続けています。また保護者の方、特に低学年のお子さんをお持ちの方は子供達の学び止めないためお子さ

んと一緒に頑張っています。今回のアンケートは継承語学校や補習校の関係者のみにお願いしましたが、ここに提

示された問題点は継承語学校や補習校だけではなく、他の多くの日本語教育関係者が感じている問題点にも通じ

ているのではないでしょうか。アンケートのコメントに「オンライン授業に対して懐疑的な方も、実際行われているオ

ンライン授業についてお話しすると考えが変わった。一度オンライン授業を体験していただくことが大切なのではな

いか。」というものや、 「オンライン授業も工夫次第でこれまでの対面授業のように、またそれ以上に効果的に教え

られるのではないか」というものがありました。対面授業にメリット、デメリットがあるように、オンライン授業にも、オ

ンラインだからこそ効果的にできることがあるはずです。それを学び、実践し、効果的なオンライン授業を行っていく

ためには、これまで以上に学習者、保護者、教師、そして日本語教育関係者、言語教育専門家間の相互支援や情

報共有、また学校間のつながりの促進などが必要になっていると言えるのではないでしょう。この困難な状況で学

びを止めずに続けていくことはとても大変なことですが、これを乗り越えた時に、カナダの日本語教育界の中に新し

い学びやつながりの形が芽吹いているかもしれません。 

 
次のコーナーでは、このような現状の中、カナダの先生、保護者、学校間の交流の促進や支援の活動を行って

いる先生方や団体をご紹介しています。ご興味がある方は是非ご参加、お問い合わせください。また CAJLE でも

今回のアンケートでいただいたご意見を参考にさせていただき、現在行われている活動を充実させたり、新たな

支援活動に反映させたりしたいと考えております。 
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保護者・教師・教育機関の方々への情報、支援 

 

１）継承語オンラインネットワーク  CAJLE・国際交流基金トロント日本文化センター 

  CAJLE と国際交流基金トロント日本文化センターとの共催プロジェクトです。カナダで継承語としての日本語教

育に関わっている先生方、保護者の方々を対象としたオンラインミーティングで、年に 2回（6月と 12 月）に開

催されています。カナダ在住の方で、ご興味がある方はどなたでも参加可能です。次回の開催は 2020 年 12 月 17
日（木曜日）ですので、ぜひご参加ください。（この会の詳細、また 12 月 17日の内容等につきましては本ニュー

スレター、8 ページをご覧ください。） 
 
ウェブサイト：https://www.cajle.info/programs/ 
 
 

２）国際交流基金トロント日本文化センター 
 
 国際交流基金トロント日本文化センターでは、現在日本語教育機関支援を目的とした「新型コロナウイルス対

応特別プログラム」を実施しています。詳細は国際交流基金コーナー（本ニュースレター、14ページ）をご覧く

ださい。また、11月 26日には、今年からカナダに着任されました吉川景子先生（国際交流基金派遣日本語上級 
専門家、アルバータ州教育省日本語教育アドバイザー）によるカナダの日本語教育者の情報交換の場、「第１回

つながろう！カナダで日本語を教える人たち」が開催されました。今後も日本語教師が集まれる場を定期的に開

催する予定です。詳細は国際交流基金トロント日本文化センターまでお問い合わせください。 
 
 

３）日本語で育てよう！＠オンタリオ  三井晶子先生・青木恵子先生 

ヨーク大学の三井晶子先生とクイーンズ大学の青木恵子先生が立ち上げたウェブサイト「日本語で育てよう＠

オンタリオ」は学習者や保護者、先生、その他の専門家を繋げ、みんなで協力して子供達の日本語学習を支援し

ていこうという思いから作成されました。現在はオンタリオの継承語学校、補習校が主な参加校となっています

が、今後カナダ全土にこの繋がりを広げ、学習者、保護者、先生の方々に参考になる資料や情報を掲載していき

たいと考えています。現在日本語教育機関リストに掲載する継承語学校、補習校等の学校を募集しております。

興味がある方は、お問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウェブサイト：https://sites.google.com/view/nihongocanada 
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４）げんきおすそわけ 〜つながろう先生〜 集めよう先生の声〜  石川比奈子先生 

  カルガリー大学で日本語を教えていらっしゃる石川比奈子先生の 
プロジェクトです。オンライン授業で頑張っている先生方の声を集め、 
それを共有することでみんなに元気を届けることを目的にしています。 
お時間がある時にぜひお聞きください。また現在「先生の声」を募集 
中です。ご興味がある方、ご自分の経験を共有したいと思う方は以下 
のリンクよりお問い合わせ、またお申し込みください。 
 
ラジオをきいてみる https://bit.ly/genki_osusowake_Radio 

ラジオに参加したい（申し込みフォーム）https://bit.ly/genki_osusowake_application 
 
 
５）CAJLE のその他の活動 

  CAJLE では本ニュースレターにも報告がある「継承語オンラインネットワーク」や「日本語教師情報交換会」

や「オンライン共有会」、また今年はキャンセルになりましたが「年次大会」等の活動を行っていますが、それ

だけではなく、各地域での先生方や保護者の方々を含む日本語教育関係者の皆様の研修支援なども行っていま

す。まだまだ CAJLE についてご存知ではない先生方、日本語教育関係者の方々も多くいらっしゃいます。お知り

合いの方々に CAJLE の活動についてご案内いただけますと幸いです。(地域活動支援金につきましては本ニュー

スレターの 15 ページをご覧ください。) 
 
 
 

活動報告 

 

第四回継承語オンラインネットワーク ご案内  

カナダ在住の、継承語としての日本語教育に関わっている教師、保護者、運営者、研究者を対象とした集まり

「継承語オンラインネットワーク」は、JFトロントとの共催で昨年 2019年 6月 20 日に第一回を Zoomにて開催

し、その後年 2回を目標にオンライン上での集まりを催しております。  

第 4回目となる集まりを 12 月 17日（木）に開催いたします。コロナ禍により継承語教育の現場はどのように影

響を受け変化したか、どのような新たな悩み・困難があるのか、それをどのように乗り越えられるのかという疑

問を基に、以下の実践報告を参考に皆さんと話し合う機会になることを期待しております。  

前半では「各地からの実践報告」ということで、「１．感染対策を講じながらの対面授業、２．バーチャル運動

会、３．学校運営からみたオンライン授業移行の課題とトラブル事例紹介」を話題提供者に発表していただきま

す。後半では、「１．オンラインで使えるツール、２．オンライン授業でできる活動、３．オンライン授業の家

庭学習のサポート方法」というテーマに分かれ、小グループごとに悩みやアイデアの交換をする予定です。  

長引くオンライン授業で抱える悩みがあったり、またこの厳しい状況下で新たに開拓した授業や家庭学習でのア

イデアがあることと思います。皆さまの直面する現状を共有することで新たなアイデアに結びつくことがきっと

あると思います。色々な情報が共有できるよう、皆さまのご参加をお待ちしております。  

第４回継承語オンラインネットワーク（12 月 17日）へはこちらからお申し込みいただけます。 

https://jftor.org/event/keishogo4/
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日本教師情報交換会 第 31 回～第 33 回 日本語学習を継続させる 
 

小室リー郁子（トロント大学） 

 「日本語学習を継続させる」（通称「継続」）では、新型コロナウィルスの感染拡大を受け、突如対面からオ

ンラインの授業に移行せざるを得なくなった教育現場において、先生方がどのような工夫をされ授業に臨まれて

いるかを３回にわたりお話しいただく機会を設けました。「継続」自体オンラインでの開催は初めての試みで、

当初は参加者が集まるのか、会の進行はうまくいくのかと不安な思いでいっぱいでしたが、いざ実施してみる

と、州内外だけでなく、カナダ国外のさまざまな地域からの参加者があり、オンラインならではの体験をするこ

とができました。  

 本会を実施した 7～8月は、まだオンラインでの授業経験を持たれている先生方は多くありませんでした。そ

のような中、実体験に沿った具体的なお話は、秋からの全面オンラインでの授業を控え何から手を付けてよいの

かわからず不安ばかりが増すという状態にあった先生方に、大きな自信と希望を与えるものであったことが、実

施後のアンケートに表れていました。  

 各回においてご発表いただいたのは、以下の機関・プログラムです。 

• 第 31回（7月実施） ：Seneca Collegeの先生方  

• 第 32回（同上）  ：ヨーク地区教育委員会のもとで行われている日本語講座（初等・中等教育）の先生方         

• 第 33回（8月実施） ：Huron University Collegeの先生方  

（写真は左から第 31回、第 32回、右下第 33回の模様） 

 

 

 

  

 

 

 

また、これらオンラインでの開催を機に、「継続」では 

本活動の趣旨や活動内容をより多くの方にご理解いただけ 

るように動画を作成し、CAJLEホームページ、および国際 

交流基金トロント日本文化センターの動画サイトに掲載す 

ることにいたしました。ご興味のある方は、こちらをご覧 

いただけると幸いです。  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KuNLx0i6H8U&feature=youtu.be
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第１回 CAJLE オンライン共有会報告 
 

実行委員会（米本和弘・木村美香・柴田智子・善積祐希子） 

 

2020 年 8月 15日に、CAJLE初のオンラインイベントとなる、オンライン共有会を行いました。この共有会

は、新型コロナの影響で従来のような活動が難しい中でも、特にカナダにおける日本語教育関係者の繋がりを継

続して深めていくことを目的に実施しました。当日は、リラックスした雰囲気の中で、国や地域、教育機関や対

象年齢などを超えて、100名以上の方にご参加いただきました。 

 

当日は、教室における実践だけではなく、家庭での継承語教育も含め、広く日本語教育について考えるような

お話を話題提供者の方がしてくださり、ブレイクアウトルームで話したり、オンラインツールを使い、意見の交

換や共有を行なったりしました。具体的には、以下のようなトピックについて共有が行われました。（プログラ

ム詳細） 

 

 ・性の多様性から考えるインクルーシブな日本語教育 

 ・学習者の主体性を引き出すプロジェクト活動 

 ・オンラインツールなどを使ったアクティビティ 

 ・言語・文化圏滞在型学習 

 ・子どもたちの学びと育ちを支える活動 

 

参加者の皆さまからは、話題提供者による実践共有が貴重な情報となっただけではなく、来学期以降の授業を

行う上での励みになったという声に加え、異なる機関や現場の方と交流できたという点を評価する声が聞かれま

した。また、本イベントは、会員、非会員の枠を超えてカナダの先生方を繋ぐイベントになりました。 

 

初めてのオンラインイベントということで、改善すべきところもありますが、本オンラインイベントを継続す

ることで、広大なカナダにおける日本語教育を盛り上げて行きたいと考えています。次回のイベントも計画中で

すので、ぜひご参加ください！ 

 

なお、当日のスライドや資料などは CAJLE の会員限定エリアに掲載しております。ぜひご覧ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cajle.info/programs/sharing/
https://www.cajle.info/programs/sharing/
https://www.cajle.info/about-us/members-area/
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日本語教育グローバルネットワークプロジェクト  

「セカイの日本語〜みんなの声〜」  

 

プロジェクトチーム（米本和弘・柴田智子・川口真代・津田麻美・林寿子）  

 私たちがこのプロジェクトを立ち上げた当初、ゴールは 2020東京オリンピックでした。今後ますます幅広い

言語的・文化的背景を持つ人々が増えるであろう日本社会で「日本語」をどのように捉え、どのようなコミュニ

ケーションを取るべきなのか。それを体感し、実践する機会として、世界中の人々が日本を訪れるオリンピック

が非常にいいタイミングだと考えたからです。残念ながら、2020 年にやってきたのはオリンピックではなくコロ

ナ禍でした。しかしながら、コロナ禍は私たちの身近に存在してきた様々な社会的、文化的分断を浮き彫りに

し、オリンピック以上に、言語の役割の大きさ、さらにコミュニケーションのあり方について考える機会となっ

たように思います。  

 では、言語教育に関わる私たちは、そのような状況にどのように働きかけていくことができるのでしょうか。

特に、移動が制限される状況下においては、他者との直接のコミュニケーションだけではなく、他者の存在や他

者とのコミュニケーションについて想像する機会を提供することが一つ考えられます。本プロジェクトでは、

様々な日本語話者にインタビューをし、日本語にまつわるストーリーを掲載したウェブサイトを作成しており、

そのような機会を作るのに使っていただけるのではないかと考えています。  

 プロジェクトの一環として実施してきた本ウェブサイトを使用したワークショップでは、参加者の皆さまが自

身の体験と合わせて、多様な日本語について考えたり、具体的にどのように社会や人々に向けて働きかけていく

ことができるのか考えたりする機会となったという声が聞かれました。同時に私たちにとっても、本プロジェク

トを通して努力を続けていく必要性を再確認することができました。  

 

 本プロジェクトで立ち上げたウェブサイト「セカイの日本語〜みんなの声〜」はどなたでも閲覧、使用するこ

とができます。今後、新ウェブサイトへ移行し、日本語話者のストーリーだけではなく、具体的にどのような目

的で、どのように使うことができるのかを示すとともに、使っていただいた感想なども掲載していく予定です。

また、プロジェクトの概要やワークショップ等の詳細は CAJLE ウェブサイトに掲載してあります。その他、プロ

ジェクトに関するご質問やご興味がおありの際は、是非ご連絡ください。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 （東京でのワークショップの様子） 

https://globalnetworkproject.wixsite.com/main
https://www.cajle.info/programs/gn-project/
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地域研修報告：第二回 BC 州ビクトリア日本語教師会  

木村美香（ビクトリア大学） 
 

CAJLE の地域研修の援助の一つとして Zoomの使用が始まりました。そこで、私たち、BC州ビクトリア日本語

教師会では、この Zoomの使用の申請を行い、2020 年 7月 2日（木曜日）にビクトリア日本語教師会をオンライ

ンで開催いたしました。これまでは 40分と制限されたオンラインの会でしたが、CAJLE の支援のおかげで、ビク

トリアの日本語教師が集まって、制限時間を気にせずに有意義な時間を過ごすことができました。 

この教師会は 2019年にビクトリアで行われた CAJLE の年次大会をきっかけにビクトリアで日本語を教えてい

てる日本語教師間のつながりを維持していこうという思いから始まりました。日本語幼稚園、継承語学校、成人

コース、高校、カレッジ、大学と日本語を教えている場は様々ですが、それぞれの先生方の実践や活動を共有し

たり、学習者が成長していく上で問題なく次の教育機関へ移行できるように情報の共有をしたりすることを目的

としています。 

今回は 11名の先生方の参加があり、この春までにオンライン授業を体験した 3名の先生方がそれぞれの実践

報告をしてくださいました。橘先生は成人コースから、オンラインになって欠席者がいなくなったこと、写真の

共有や週ごとのテーマなどを決めてみんなで楽しむ方法を提示してくださいました。ポメロイ先生は日本語幼稚

園からの実践報告で、子供を引きつける授業をどのように計画しているかについて話してくださいました。最後

に高校で日本語を教えている羽渕先生からは、先生方が少しでも楽に教えるられるようにと実際に使ったオンラ

インツールをご紹介くださいました。１時間半の予定で計画された会でしたが、参加してくださった先生方から

の質問や意見交換、オンラインツールの体験での盛り上がりと、あっという間に２時間半を越す会となりまし

た。 

今回、この会を通して参加者はオンライン授業でのコミュニティ作りや学生参加型の授業の大切さ、どのよう

にしたら楽しさがあってテンポがいいクラスが作れるか等について学ぶ機会を得ることができました。CAJLE の

地域研修支援により、時間制限なくこのような有意義で楽しい会を行うことができましたことに改めて感謝いた

します。 

 

 

 

 

 

ー学校紹介― 

今回の「学校紹介」は、ブリティッシュコロンビア州よりランガラ カレッジ、そしてマニトバ州より JCAM (Japanese Culture 

Association of Manitoba Inc) 日本語学校をご紹介いたします。 ― 編集部 

 

 

ブリティッシュ・コロンビア州 ランガラカレッジ 

林 長司 
 

ランガラカレッジはカナダブリティッシュコロンビア州、バンクーバーの中心に位置し、学生数 2万 3000 人

を有する州立学校です。幅広い大学及び大学単位プログラムを中心に生涯学習プログラムも充実しており、日本

語教育においても長い歴史を持っています。生涯教育部には能力に合わせた 5つのレベルでのコミュニケーショ

ン能力育成コースがあり、年間を通して多くの学生が単位取得とは別に日本語を学んでいます。大学単位プログ 

ラムは B C州の他大学とのカリキュラムを共有した 4レベルでの日本語教育を行なっています。日本語プログラ

ムの卒業生の多くはブリティッシュコロンビア大学など、アジア・太平洋学が盛んな大学に編入するほか、経済 
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学、芸術学、コンピューター学、さらにアニメーションデザインなど様々な分野で学習、研究を続けています。

単位コースは秋学期と春学期のどちらからでもスタートできる 2サイクル制を採用しており、切れ目なく 4レベ

ルのコースを履修できることがプログラムの特徴です。日本の大学との単位制交換留学も充実しており、厳正な

選抜を通過した本学の学生が毎年、龍谷大学（京都）、常磐大学（茨城）で一学期から二学期に及ぶ期間、現地

の学生達と共に日本で学んでいます。また、カレッジの国際教育部が積極的に日本からの留学生を受け入れてい

るため、キャンパスには日本人学生も多く学んでいます。日本語プログラムの学生たちも日本の文化や言葉に触

れる機会が豊富にあるというユニークな環境のもと、日本への理解を深める様々な活動に参加しています。更に

学外の活動として、日本総領事館主催の BC州日本語スピーチコンテストに本学からも毎年多くの学生が参加し

ており、全国大会優勝を果たした学生も出ています。今年は COVID19によるパンデミックのため、日本語プログ

ラムも前例のない方向転換を迫られることになりましたが、現在は教育テクノロジーを駆使した大変効果的なバ

ーチャルプログラムを展開しています。2020 年の 5月以来、全てのコースがオンラインとなったのですが、通常

時のクラスで行われているコミュニカティブアプローチを様々なプラットフォームで再生し、本プログラムの背

骨ともいえる確実な文法習得と合わせて質の高い日本語コースを提供しています。  
 

 

 

 

 

マニトバ州 JCAM 日本語学校 

根本摩利 
 

JCAM日本語学校はマニトバ州のウィニペグ市にある日本語学校で、JCAM（Japanese Cultural Association 

of Manitoba）の活動の主要なプログラムの一つとなっています。継承語クラス、高校クレジット取得コース、

大人クラスがあります。JCAM（旧 MJCCC）での日本語学習の授業が行われるようになってから 30 年以上が経ちま

す。JCAMという日系コミュニティの中で日本語を学べることは、とても意義のある事だと感じています。ウィニ

ペグは小さい都市ですので日系の方々の人数は多くはありませんが、それゆえに古くからの移住者や 3世 4世の

方たちや新移住者が JCAMを中心に集まり協力しています。土曜日の午前中に行われる継承語クラスは、今年度

はオンラインでの授業になるのが予測されたため未就学児対象のクラスは開講できませんでしたが、通常は 4歳

からグレード６までの子供たちを対象としています。日本語教育に熱心な保護者方々の協力に支えられていま

す。家庭で使っている日本語を基礎にして、文字の学習や敬語など家庭では学習しにくい部分をフォローしま

す。高校クレジット取得コースでは日本語初級クラスからあり、日系以外の生徒も多く受講しています。昨年度

は高校生対象のスピーチコンテストを JCAM主催で行いました。大人クラスは、今年度は火曜日と水曜日の夜に 

開講しています。日本文化に興味がある生徒、将来日本で働きたい生徒、趣味で日本語の会話を楽しみたいと長

年通ってくださる生徒など、それぞれの目的で日本語を学んでいらっしゃいます。 

 

今年度は COVID-19のためオンラインでの授業が多くなると思われます。全ての方が満足できる授業は難しい

ですが、生徒とのコミュニケーションを大切にして授業を行いつつ、ウィニペグの日系コミュニティを充実させ

ていきたいと思っています。  
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国際交流基金コーナー 

国際交流基金派遣からアルバータ州教育省への派遣専門家の着任 

 

吉川景子 

アルバータ州教育省派遣日本語教育アドバイザー・国際交流基金派遣日本語上級専門家 

 
みなさん、初めまして！ 8月 28日にアルバータ州教育省に着任しました吉川景子と申します。初めて海外旅

行をした国がカナダ、二十数年前！とても楽しい旅をして、海外旅行が大好きになり、そこから（？）海外を

転々としながら日本語教育に関わってきました。今回カナダに赴任することができ、とてもうれしく思っていま

す。 

 

今までは主に東南アジアの国々で日本語教育に携わってきました。特に、タイ、ラオス、インドネシアでは中

等教育支援に関わり、今年の 3月まで赴任していたインドネシアでは、ノンネイティブの先生方を対象とした、

21 世紀型スキルの育成を目指す授業や活動方法についてワークショップやイベントを行ったり、教材作成を行っ

たりしてきました。 

 

本来なら、いろいろなところでみなさんに直接お会いして、お話を伺いながら、カナダの日本語教育事情につ

いて理解を深め、どんな協力ができるか、どんなことがいっしょにできるか考えたいところですが、しばらくは

対面では難しそうです。コロナ禍で一気にオンラインに移行し、私自身、慣れないツールに悪戦苦闘しています

が、何かオンラインでも場を提供したり、発信したりしていきたいと思います。いろいろとご指導いただくこと

もあるかと思いますが、これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 
 

JFT 海外日本語教育機関支援新型コロナウイルス対応特別プログラム 

オンライン授業、オンラインイベントの実施やオンライン教材の作成、そのための環境整備、研修や人材育

成など、新型コロナウイルスに対応し日本語教育機関が行う新たな各種取り組みを緊急的に支援を行う「JFT 

日本語教育機関支援 新型コロナウイルス対応特別プログラム」の実施を開始しました。申請要領、申請書は 

以下のサイトからダウンロード可能です。https://jftor.org/language/jl_grants/#specialprogram 

 

お問い合わせ、および、申請先:バーバラ・カーター bcarter@jftor.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「JFT日本語教師オンライン茶話会」のお知らせ 

カナダの日本語の先生方が気軽に話し合うこと

のできる「JFT日本語教師オンライン茶話会」を引

き続き実施しています。詳細は以下のサイトをご確

認ください。 
https://jftor.org/language/teachers/sawakai/ 
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― CAJLE よりお知らせ ― 

年次総会議事録・会計報告 

書記 

 

2020 年度の CAJLE 年次大会はオタワ市で開催予定でしたがコロナ禍の影響で中止となりました。2020 年度年次

総会は 2020 年 8月 19日にオンラインにより行われました。年次総会議事録及び会計報告は CAJLE ウェブサイト

会員専用ページ Member’s areaにてご覧になれます。会員専用ページへはウェブサイト右側の「ログイン Sign 

In」からアクセスください。当ウェブサイトは http;//www.cajle.info/です。 
 

 

 

 

ジャーナル CAJLE2１号 

ジャーナル編集部 

 

ジャーナル CAJLE21号が発行になりました。こちらからご覧ください。  

We are pleased to announce that Vol. 21 of Journal CAJLE is available online.   
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/  
  

また、ジャーナル CAJLE では例年通り投稿論文（査読付き）を受け付けております。2021 年 1月 10 日までにご

投稿いただいた論文は同年の（2021 年）の掲載号（Volume 22）に向けての審査・査読対象とさせていただきま

す。詳細は CAJLE ウェブページにて投稿ガイドライン（https://www.cajle.info/publications/journal-cajle/）をご覧
ください。    

We are accepting manuscript submissions for peer review to be considered for publication. Manuscripts submitted 
by January 10 will be guaranteed to be reviewed and considered for publication in the same year’s volume. Our 
next volume (Volume 22) will be published in the summer of 2021. For further details, please consult the full 
guidelines at the CAJLE website:  https://www.cajle.info/publications/journal-cajle/  

 
 

 

地域研修会支援金について 

REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND 
 
2014 月 10 月に始まった CAJLE 地域研修会支援金は、カナダ全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。これまで BC州バンクーバー、SK州レジャイナ、ON州ロンドン、ON州オタワ、とさまざまな

地域において研修会・情報交換会が実施されてきました。会員自らが企画する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を支援いたします。詳細はこちらをご覧ください。また、制限時間を気にせずに地域

研修が行えるよう Zoomの使用も支援しております。皆様からのお申し込みをお待ちしております。（広報担当） 

http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
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In October 2014, CAJLE introduced the Regional Workshop/Meeting Support Fund, and this has allowed broad-
ranged activities that assist with the growth of Japanese language education in Canada. Workshops have been 
held in various regions such as Vancouver, Regina, London, and Ottawa. This fund will enable members to plan 
and create their own instructor training, as well as networking meetings that suit regional needs. We also support 
the use of Zoom so that regional training can be conducted without worrying about time limits. Please see the 
website for more information. We look forward to receiving your application. (Public Relations) 

 

 

CAJLE2020 年度上半期活動報告 

書記 白川理恵、ベイリー氏江智子 

 
理事会担当報告及び承認事項 
2020 年   
6月 1日  

広報部よりニュースレター60号発行   

6月 10 日  第 1回オンライン理事会開催   
6月 15日 2020 年度理事改選告知   
7月 2日 地域活動「第 2回ビクトリア日本語教師情報交換会」開催   
7月 4日 継続シリーズ第 31回 「セネカカレッジの日本語講座」開催    
7月 22 日  第 2回臨時オンライン理事会開催   
7月 26日 継続シリーズ第 32回「ヨーク地区教育委員会の日本語講座」開催   
7月末 ジャーナル 21号公開   
8月 5日 継続シリーズ第 33回「ヒューロン大学の日本語講座」開催   
8月 15日  オンライン共有会開催   
8月 18日  第 3回オンライン理事会   
8月 19日  オンライン年次総会開催  

• 2020-2022 年度の継続理事 13名が承認された。  

• 青木裕美氏、犬塚久美子氏、張硯君氏、畠山衛氏、朴智淑氏、藤原文氏    

が新理事として承認された。  

• 2019年度決算が承認された。  

• 2020 年度公認会計士は Chaplin & Co.会計事務所と承認された。  

8月 19日  第 4回オンライン理事会開催  理事三役が承認された。   
9月 17日  JFより「さくらネットワーク認定」が 2024年 12 月末まで延長されることが決定。   
10 月 14日  第 5回オンライン理事会開催  

2021 年度年次大会がオンラインにて開催されることが決定。  
11 月 9日  Bilingual/Multilingual Child Network (BMCN) 主催「オンライン国際フォーラム」、

北米の継承語教育に関して会長の青木氏、理事のベイリー氏が録画講演及びオンライン

ディスカッションにて発表。  
 
 
 

http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
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編集後記 

◆ 今回は特集記事のために多くの先生方、保護者の方がアンケートに参加してくださった。短い紙面ではある

が、皆様の貴重なご意見を紹介させていただいた。言語を教える者にとっては困難な状況が続くが大変だからこ

そ皆が繋がり、助け合っていけたらと思う今日この頃だ。この号が少しでも皆様のお役に立てたらと思う！ (島

人＠維多利亜) ◆ 2020 年は変革の年であるといわれていたがもうすぐ終わりを告げようとしている。今回の皆

さんの声により学びの大切さが伝わってきた。改めて変えなければいけないこと変えてはいけないことがあるこ

とを教えてもらった一年であった。来年は丑年！！さて CAJLE にとってどんな年になるのか。(猫婦人＠北晩香

波）◆ オンライン授業に変わって授業の資源について悩んでいる中、新たなデジタルリソースの多様性と有効性

に気が付いた。特集記事の編集過程においても、オンラインで便利に使える電子教材、クイズ、ビデオ映像など

これまで蓄積されてきたデジタルリソースへの関心が高まった傾向が見られる。デジタル時代における日本語教

育のあり方について考えさせられる機会となり、これまでデジタルリソースの整理・開発に取り組んできた先生

方と技術者の方に感謝の意を表したい。(詩織・倫敦） ◆ 今年は、いつも以上に自分の授業や教え方を振り返

り、考えることが多い 1年だった。また、すべてがオンラインになったからこそ、カナダ全国の先生方にお会い

する機会も増え、学ばせていただく機会も大変多かった。来年も教師としての「学びを止めない！」1 年にしよ

うと思う。 お忙しい中、 ニュースレターの記事作成にご協力くださった皆様、ありがとうございました（善・

多倫多） 

 

 

 

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/ 

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 
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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 

・CAJL ジャーナル CAJLE（査読付き）への投稿資格 

・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。 

 

会員の種類 

一般会員（1年） ＄45 CAD 

一般会員（3年） ＄120 CAD 

学生会員（1年） ＄30 CAD 

組織会員 （1年、4名まで*） ＄120 CAD 

 

*全員が同じ組織に所属していること。4名を超える場合、以

降 1名追加ごとに$30お支払いいただきます。 

 

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  
- Submit manuscripts for Journal CAJLE (peer-reviewed) 
- 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 Categories: 

Regular Membership (1 year) $ 45 CAD 

Regular Membership (3 years) $ 120 CAD 

Student Membership (1 year) $ 30 CAD 

Institutional Membership (1 year, Up to 4 members*)  $ 120 CAD 

 
*All members must belong to the same institution. If there 
are more than four members desiring membership, each 
can be added by paying $30 for each additional person. 
 
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 
 




