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対面授業、遠隔授業、あるいは両方を取り入れたハイフレックス授業な

ど、機関によって多様な形態で新学期が始まり、みなさま慌ただしい毎日を

送っていらっしゃることと思います。私の所属機関では対面授業に舵を切り

ましたが、交通機関の減便や寮の受け入れ縮小、２週間の隔離期間などが

影響して欠席が多い中でのスタートとなりました。感染予防対策はもちろん

のこと、参加が遅れた学生へのフォロー、風邪の症状がある学生が念のた

め欠席しても不利にならない支援策等、安全と対面の学びを両立させる努

力が続いています。以前の対面授業とは似て非なるものだとひしひしと感じ

ています。コロナ禍が始まって 2 年近くになりますが、「大人の年齢に占める

2 年」と「若者の年齢に占める 2 年」とは比重が大きく異なり、若者が受けて

いるインパクトは大人が想像するよりはるかに大きいとも感じます。不自由

な生活、ストレス、急激な社会変化に伴う意識の変化等、学習者が抱える事

情を考慮しながら教えなければいけないと心しています。 

と、大変な部分もありますが、オンライン授業をともにくぐり抜けてきた学

生たちと再会した時は格別の喜びでした。やはり対面授業はいいですね。声

と文字だけでなく、全身でコミュニケーションできます。対面では学生たちの

反応がすぐに分かりますし、何気ない一言も拾えます。学期を通しての表情

の変化から何かを感じ取ることもできます。何よりも学生たちは気軽におしゃ

べりしたり友達を作ったりと楽しそうです。先日は 1 年生のクラスで勉強会の

計画を耳にしてうれしく感じました。 

まだしばらくコロナとの共存生活は続きそうですが、この荒波で得た教訓

を私たちは今後も共有し、生かしていきたいものです。オンライン技術の向

上により、つながることが前にも増してより簡単に、頻繁になってきました。カ

ナダでもあちこちで頻繁に先生方がオンライン上でつながっています。今回

のニュースレターにも、年次大会を始め、各地の取り組み、各種資料、出版

物やイベントへのリンクなど、様々な情報が詰まっています。どうぞじっくりお

読みいただき、ご参加・ご活用ください。 

早くも年の瀬となりましたが、安全面と健康に配慮しつつ、よい年末をお

過ごしください。 

早くも年の瀬となりましたが、安全面と健康に配慮しつつ、よい年末をお

過ごしください。
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― CAJLE 2021 年次大会を振り返って ― 
 

大会実行委員長 青木裕美・藤原文 
 

CAJLE2021 年次大会は、高円宮日本研究教育センターとの共催で、2021 年 8月 18・19 日にアルバータ大学で開催

されました。CAJLE としては初のオンライン開催でしたが、カナダ他 5 カ国から 153名もの日本語教育関係者に参加して

いただくことができました。「コロナ後の日本語教育: 変革と成長の機会へ」というテーマのもと、コロナ禍で始まったオンラ

イン授業で培われた実践経験や見識の共有、教師の役割や授業のあり方など、改めて顕在化した日本語教育の課題に

ついて、さまざまな議論、情報交換が行われました。 
 今回の大会では、西南学院大学の横溝紳一郎先生をお招きし、「授業改善の視点と方法」と題した基調講演で、アク

ション・リサーチに焦点を当て、教師が成長し続けるためのプロセスについてお話しいただきました。また、「日本語教師の

ためのアクティブ・ラーニング－理論と実践－」と題した教師研修では、アクティブ・ラーニングの理論に基づく授業改善の

視点についてお話しいただき、参加者は実際に横溝先生が実践されている教室を活性化させるための工夫を、自ら体験

し学ぶことができました。国際交流基金・アルバータ州教育省の吉川景子先生の「教室の外とつながろう」と題した教師研

修では、学生が教室の外の人々とつながり、積極的に社会に関わる力を育てるための活動の事例を紹介いただき、オン

ライン授業のおかげで活性化したインターネットを通じたつながりをどのようにコロナ後の対面授業で活かすことができる

のか考えました。また、カナダ第二言語教師会からは、フレイザーバレー大学のジョアン・ロバートソン先生をお招きし、

「デジタル技術を活用した学習者の自律性と主体性を育む第二言語教育」と題した教師研修で、参加者と共にこれまでの

オンライン授業を振り返りながら、デジタル技術を活用した学習者の自律性と主体性を育む教育実践についてお話いただ

きました。また、大会に先立って行われたプレ大会イベントでは、米国ケンタッキー州、イースタン高校のイレーナ・カメネツ

キー先生による「学習者支援：コミュニケーションのためのつながりづくり」と題した教師研修が行われ、健全な人間関係を

築くために必要な社会情緒的スキルを学習者に身につけさせるために、私たち教師は何ができるかについて学びました。

これらの講演・研修の録画は 2022 年 8 月 19 日まで会員限定ページにおいて公開されています。また、本大会では 27
本の口頭発表、14本のポスター発表、そして 2本のラウンドテーブルがありました。大会のプロシーディングも、CAJLE の

ホームページで公開されていますので、ぜひご覧ください。 
 今回の大会は、過去に経験のないオンライン開催ということで、実行委員も手探り状態で準備を進めて参りました。オ

ンライン開催には対面にはない制約が多々ありましたが、発表を録画で提出していただくことで非同期での発表の視聴を

可能にしたり、懇親会では参加者の皆様にゲームのようなビデオ通話ツール、Gather.town を体験していただくなど、オン

ライン開催ならではの試みも取り入れました。大会後のアンケートでは大会参加の理由に「知識・情報収集」に加えて「オ

ンライン開催」を挙げた回答、さらにオンライン開催のメリットについて言及した回答も数多くあり、オンラインでも参加者の

皆様が満足できる学びの機会を提供できたことに、実行委員会一同安堵いたしました。 
\ 最後になりましたが、今回の大会開催に当たりまして、国際交流基金、Blue Tree Books 様ほか、ご支援・ご協力をい

ただきました諸団体の皆様には深く感謝申し上げます。また、お忙しいところ、開会式・閉会式で参加者の皆様へご挨拶

いただきました、内田立国在カルガリー・日本国総領事、オレンカ・ビラシュ在エドモントン・日本国名誉総領事にもこの場

をお借りして、心より御礼申し上げます。  
 

The CAJLE 2021 Annual Conference, co-sponsored by the Prince Takamado Japan Centre for Teaching and 
Research, was held on August 18 and 19, 2021 at the University of Alberta. 153 Japanese language educators 
from Canada and five other countries participated in the conference, which was CAJLE's first online conference. 
Under the theme of "Japanese Language Education in the Post-COVID-19 Era – Opportunities for Change and 
Growth," we shared and discussed what we Japanese language teachers have learned through the online classes 
that started as a countermeasure against the spread of COVID-19, as well as the pedagogical issues that have re-
surfaced, such as the role of teachers and the way classes should be conducted. 

https://www.cajle.info/about-us/members-area/
https://www.cajle.info/publications/conference-proceedings/
https://www.cajle.info/publications/conference-proceedings/
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 At this year's conference, we invited Dr. Shinichiro Yokomizo of Seinan Gakuin University to give a keynote speech 
titled "Viewpoints and Ways to Improve Our Classes," in which he focused on action research and talked about the 
process of continuous growth for teachers. In the teacher training workshop titled "Active Learning for Teachers of 
the Japanese Language: Theory and Practices," he shared his perspective on improving instruction based on the 
theory of active learning. The participants were able to experience the activities practiced by Dr. Yokomizo and 
learn how to actively engage students in the classroom. In the teacher training workshop titled "Let’s Connect to 
the World Outside the Classroom," Keiko Yoshikawa of the Japan Foundation and Alberta Education introduced 
examples of activities to help students connect with people outside the classroom and develop their ability to actively 
engage in society. We considered how the connections through the Internet, which have been activated thanks to 
online classes, can be utilized in face-to-face classes. We also invited Dr. Joanne Robertson of the University of 
the Fraser Valley from the Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT) to join us for a teacher 
training workshop titled "Fostering Learner Autonomy and Agency in Second Language Instruction through Digitally 
Enhanced Instructional Practices," where she reflected on past online classes with the participants and talked about 
instructional practices that foster learners' autonomy using digital technology. At the pre-conference event, Ms. 
Elena Kamenetzky from Eastern High School in Kentucky, USA, gave a teacher training workshop titled "Supporting 
Our Students: Building Connections for Communication." The workshop focused on what we as teachers can do to 
help our learners develop the social-emotional skills necessary to build healthy relationships. The recordings of 
these lectures and training workshops are available on the CAJLE members-only page until August 19, 2022. At 
this year’s conference, there were 27 oral presentations, 14 poster presentations, and 2 round tables. The 
proceedings of the conference are also available on the CAJLE website. 
 As this was the first time for the CAJLE annual conference to be held online, the organizing committee proceeded 
with the preparations in a state of uncertainty. There were various constraints to holding an online conference, but 
we tried to provide participants with a unique online experience. For example, participants were able to watch 
presentation videos asynchronously without worrying about the time differences, and for the reception, participants 
were able to experience Gather.town, a video calling tool that operates on a game-like platform. In the post-
conference survey, "online event" was selected as the reason for participation, in addition to "knowledge and 
information gathering," and many respondents mentioned the advantages of participating in an online conference. 
The entire organizing committee was relieved that we were able to provide satisfactory learning opportunities to the 
participants even though it was online. 
 Finally, we would like to express my deepest gratitude to the Japan Foundation, Blue Tree Books, and other 

organizations for their support and cooperation in organizing this conference. We would also like to take this 
opportunity to thank the Consul General of Japan in Calgary, Mr. Tatsukuni Uchida, and the Honorary Consul 
General of Japan in Edmonton, Dr. Olenka Bilash, for taking time out of their busy schedules to address the 
participants at the opening and closing ceremonies.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAJLE2021 アルバータ大会 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 ３３本です。 

Proceedings は以下からご覧いただけます。 

Home → Publications をクリック → Conference Proceedings をクリック 

また、講演資料は会員限定エリアにてご覧になることができます。 
 

 

https://www.cajle.info/about-us/members-area/
https://www.cajle.info/publications/conference-proceedings/
https://www.cajle.info/
https://www.cajle.info/about-us/membership/sign-in/


4 

©CAJLE 2021  カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 

ー CAJLE 2021 年次大会に参加して ー 

S. M. D. T. ランブクピティヤ（久留米大学）

この度、CAJLE の Newsletter に 2021 年の年次大会について、感想を寄せる機会をいただき、大変光栄に思っており

ます。2018 年にベネチアで開催された日本語教育国際大会で、CAJLE の小室リー先生にお会いして以来 CAJLE の年

次大会に参加したいと強く思っておりましたが、その後コロナもあり、その夢が叶ったのは、2021 の今年でした。  
年次大会の基調講演では、教師としての新たな学びをたくさん得ることができました。また、コロナ禍の中、試行錯誤し

ながら様々なオンライン授業に取り組んでいらっしゃる先生方の実践研究・報告から、今後、自分の授業を設定する上で、

参考になるような示唆や刺激を多くいただきました。自分の研究発表に対しても、会場では活発な議論が行われ、今後の

研究の進展を考える上で、重要なご指摘ばかりでした。ネット環境の都合で懇親会にうまく参加できなかったことはとても

残念に思っておりますが、ズームのチャット欄を通して、多くの先生方と交流もでき、新たな繋がりができたことを大変嬉し

く思っております。オンラインでしたが、トラブル等もなく、大会の運営もスムーズだったので、２日間、大変有意義な時間を

過ごさせていただき、心が充実感で一杯になりました。  

この貴重な機会を与えてくださった CAJLE の役員の皆様に心から感謝いたします。来年の大会が対面で開催できるこ

とを願っておりますが、どのような形であっても来年もぜひとも CAJLE の年次大会に参加したいと決意しております。

CAJLE のますますのご発展をお祈りいたします。  

BABETTE NORTON 
UNDERGRADUATE STUDENT, HURON/WESTERN UNIVERSITY 

This year, Ocarina Zheng and myself were very lucky to have the opportunity to present our research poster at 
the 2021 CAJLE conference. We were given the chance to present our findings regarding hiragana language 
learning in a digital or traditional pen and paper format. Due to COVID-19 restrictions, the entire conference was 
online over 2 days through Zoom, digitally hosted by the University of Alberta. Despite this, the conference engaged 
viewers, ran smoothly, and was enjoyed from the comfort of each participants’ home. 

CAJLE2021 年次大会集合写真 
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The 2021 online conference topic surrounded just that; pedagogy and Japanese language teaching amidst a 
pandemic, and how to adapt to a more digital teaching and learning style. Group discussions focused around the 
alterations of a teaching environment due to the switch to a (primarily) online format. This included such themes as 
engagement tools; some of which we had experienced ourselves in classrooms, and some totally new to us. Even 
transitioning outside of Zoom meetings, many of these tools are sure to create engaging pedagogical environments 
in the future. We were able to view a variety of presentations, whether posters, keynote lectures and workshops. 

There were many interesting speakers, including the conference’s second day headed by keynote speaker Dr. 
Joanne Robertson who discussed “Fostering Learner Autonomy and Agency in Second Language Instruction 
through Digitally Enhanced Instructional Practices”. This was especially interesting as we were able to connect this 
concept of ‘learner autonomy’ not only to the other speakers and presentations, but to our own research and its 
results as well. 

As the year draws to a close, many universities and teaching environments are finding themselves returning to an 
in-person format, once more transitioning from vastly different teaching environments. It will be interesting to see 
what pedagogical strategies are ‘cross compatible’ between the teaching formats, and how we may challenge 
traditional studying formats to better suit both the teacher and student. 

Congratulations and thank you to everyone involved with this years’ conference, we had a wonderful time 
participating and seeing how academia is evolving. 

― CAJLE2022 年次大会のご案内 ― 

大会実行委員長 相津頼子

テーマ:  「未来へ繋ぐ日本語教育―ことばと移動、変わり続けるグローバル社会で目指すことー」

日程:  2022 年 8月 11 日（木）・12 日（金）

開催地: オンタリオ州オタワ市、カールトン大学（状況によりオンラインへ移行）

基調講演・教師研修 I： 川上郁雄先生（早稲田大学 教授）

教師研修 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) 

Photo by Ottawa Tourism 



6 

©CAJLE 2021  カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 

2020年に新型コロナの感染拡大により残念ながら中止となってしまった於オタワ年次大会ですが、来年、気持ちを新たに

同市にて 2020 年大会と同じテーマで開催する運びとなりました。コロナ禍で留学などの移動が規制される一方、オンラ

イン環境の整備が進み、人々の「移動」という概念、また多様化の広がりや深まりも含め、言語活動への「移動」の影響を

新しく見直す時が来たように思います。グローバル化の進む社会の中で複言語環境で育ち、生活する人々は決して少なく

ありません。このような状況の中で、言語教育・日本語教育はどのような役割を果たしているのでしょうか。そして、どのよ

うに対応していけるでしょうか。本大会がそれらの問いへの答えを探求するための学習の場となることを望んでおります。

その学びの場として、複言語環境で育つ・育った人たちを「移動する子ども」という分析概念で捉え研究なさっている早稲

田大学教授の川上郁雄先生をお迎えし、基調講演と教師研修をしていただく予定です。また、アジアの国々で日本語教

育アドバイザーとしてご活躍され、現在エドモントンを拠点とし、カナダの日本語教育に携わってくださっている国際交流基

金/アルバータ教育省の吉川景子先生、および CASLT(Canadian Association of Second Language Teachers)より講

師の先生もお迎えし、実践的な教師研修を行っていただく予定です。まだ先の見通しが立たない状況が続いていますが、

来夏までには自由に移動ができ、オタワの会場で年次大会が開催できることを心より願っております。

オンタリオ州東部に位置し、ケベック州に隣接するカナダの首都オタワは、英語とフランス語を公用語とするバイリンガ

ル都市であり、また移民が多く住む複文化複言語環境の町です。この町で、講演や研修、そしてこれから応募いただく研

究発表を通し、変化し続ける社会の中で日本語教育は何を目指していくのか、皆様とともに考えていければ大変嬉しいで

す。「移動」が更に多様な意味を持つものとなった今、「ことばと移動」について、これまで以上に様々な視点から、活発な

ディスカッションができるのではないかと期待しております。

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、Twitter などを通じて随時

発信していく予定です。

CAJLE 2021 ANNUAL CONFERENCE 
Yoriko Aizu, Chair, Organizing Committee 

Theme: Japanese Language Education for the Future: Language and Mobility in a Changing Global Society Date: 
August 11 (Thu.) and 12 (Fri.), 2022  
Venue: Carleton University (Ottawa, ON/ May shift to Online depending on current situation) 
Keynote Lecture & Teacher Workshop I: Dr. Ikuo Kawakami (Professor, Waseda University)  
Teacher Workshop II: Ms. Keiko Yoshikawa, Japanese-Language Education Advisor (Alberta Education,     

Sponsored by the Japan Foundation)  
Teacher Workshop III: Lecturer from CASLT (Canadian Association of Second Language Teacher) TBA 

We are happy to announce that the CAJLE 2022 annual conference will be held in Ottawa, site of the regrettably 
canceled 2020 conference. The theme of the conference is the same as that of 2020, and we would like to explore 
the role of language education in a multilingual environment in an increasingly globalized society. 

While movements such as studying abroad are regulated by the pandemic, the online environment has improved, 
and the concept of people's "movement" and the influence of "movement" on language activities have been 
diversified. In this new norm, we would like to re-think what kind of role Japanese language education plays and 
how we should and can correspond to this diversification. 

We will invite Dr. Ikuo Kawakami, a professor at Waseda University, who is researching people who grew up in a 
multilingual environment with the analytical concept of "children without borders" to give a keynote speech and a 
teacher training session. There will also be two teacher workshops led by Ms. Keiko Yoshikawa of the Japan 
Foundation / Alberta Ministry of Education, who has been active as a Japanese language education advisor in 
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Asian countries and is currently based in Edmonton where she is involved in Japanese language education in 
Canada, and is an instructor from CASLT (Canadian Association of Second Language Teachers). 

Although the outlook remains uncertain, we sincerely hope that we will be able to travel more freely by next 
summer, and that the conference will be held at the venue in Ottawa. 

Located in eastern Ontario and bordering Quebec, Canada's capital, Ottawa, is a bilingual city with English and 
French as its official languages. It is also a multicultural and multilingual city with many immigrants who moved here 
from different parts of the world. It will be a great place to explore what Japanese language education is aiming for 
in an ever-changing multicultural and multilingual society through lectures, training, and research presentations 
throughout the conference. 

More information about the conference, including the call for proposals, will soon be provided on the CAJLE 
website, through the member email list, or via Twitter. 

 

  

高円宮妃殿下エッセイコンテスト 
 
アルバータ大学・高円宮センターでは、日本とカナダの学術交流並びにカナダにおける日本語教育・研究を奨励するた

め、学生を対象とした高円宮妃殿下論文コンテストを CAJLE との連携で開始しました。CAJLE の年次大会で日本とカナ

ダを結ぶ日本語教育に関する発表をする学生への支援として、優勝者には、CAJLE 大会参加のため、５００ドルの旅費

支援を行います。詳しくは、当センターのホームページをご覧下さい。多くの応募をお待ちしております。 
 
 

The Princess Takamado Essay Contest 
 

Prince Takamado Japan Centre, University of Alberta, organizes Princess Takamado Essay Contest in 
collaboration with the CAJLE to promote academic exchanges between Japan and Canada as well as Japanese 
language education and research in Canada. This award targets all students whose research areas concern 
Japanese language education that connects Canada with Japan, offering the winners $500 CAD to cover their trip 
to attend the CAJLE’s annual conference. For more information, please see our website:  

https://www.ualberta.ca/prince-takamado-japan-centre/student-programs/competitions/essay-contest/index.html 

 
 
 

 
 

 
               

 
 

CAJLE TWITTERフォローお願いします！ 
@CAJLE_ACELJ 

年次大会や GNプロジェクト、そのほかの日本語教育に関する情報

について発信しています。 
 

https://www.ualberta.ca/prince-takamado-japan-centre/student-programs/competitions/essay-contest/index.html
https://www.ualberta.ca/prince-takamado-japan-centre/student-programs/competitions/essay-contest/index.html
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― 特集記事 ― 
最近教授法について考えていませんか？

〜行動中心アプローチ座談会〜

皆様は今学期どのように授業を行ってますか。オンライン授業が続く学校がある一方、対面に戻った学校も少なくありま

せん。今年の CAJLE の年次大会でも Covid-19 でオンライン授業を経験した後のクラスについて考える機会を持ちました

が、対面に戻って「これで以前と同じように教えられる」と安堵した方、「まだオンラインで教えたい」と不安に思っている方、

「オンラインと対面を組み合わせたハイブリッドに挑戦してみたい」、または「オンラインでやったことを対面に取り入れたい」

など、これまでとは違う教え方に挑戦している方もいるのではないでしょうか。私たち教師にとってこの 1 年半はとても大変

な時期でしたが、自分の教授法や授業について考え直すいい機会にもなったと思います。そこで今回の特集記事では昨

年皆様にお願いしたアンケート結果から教授法について取り上げ皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

ここで紹介するアンケート結果は、昨年 Covid-19 の感染拡大により授業形態がリモートに移行した際にオンライン授業

について行ったアンケートの一部で、50 名の方から回答をいただきました。今回、この特集記事で注目したいのは多くの

教師が自分が理想とする授業に近づくために模索している姿です。アンケートの「現在使っている教授法に不満がありま

すか」という質問に 1 (全然満足していない) – 5 (満足している)のスケールで、44名（88％）の方が３または４と答えていま

した。また、満足していない理由の自由回答は、以下のような項目に大きく分けられました。

● 学校、プログラム内での制限（テストのスケジュールや時間の制限、クラスの学生数、教科書の選択の自由の有

無）のため自分が理想とする教授法で教えられない。

● 学習者の背景、レベルや受講動機の多様性に対応できる方法を工夫する必要性を感じる。

● 新しい教授法へのアップデートの必要性を感じているが何が最適なのかがわからない。

● ４技能のバランスを取り、発話の機会を増やす授業がしたい。

● 適当な教科書がない。

それぞれの教師が理想とする授業形態は教師が何を目指すかにより違ってくるでしょうし、教授法についてはこれまでも

様々な議論が行われてきました。そこで、この特集記事では最近注目されている行動中心アプローチを取り上げてみまし

た。前述のアンケートでも行動中心アプローチを使ったことがないと答えた中の 61％の方が将来導入してみたいと答えて

います。行動中心アプローチを使ってみたいけど、どう指導していいのかわからないと思っている方、やってみたけどまだ

よく理解できていないと感じている方、行動中心アプローチはちょっと…思っている方々に代わり、行動中心アプローチ初

心者のニュースレター部員がこのアプローチについて疑問に思っていることやわからないことを、行動中心アプローチを深

く理解していらっしゃる先生方にぶつけてみました。

ニュースレター部員１の青木はアルバータ大学で数年前から『まるごと（中級 1・中級 2）』を使って教えており、課題遂行

型の『まるごと』が中級のコースにとても合っていると感じていますが、初級でも導入すべきか迷っています。ニュースレタ

ー部員 2 の木村はビクトリア大学で春学期の中級コースで初めて『まるごと（中級 1）』を使って教えてみましたが、学生か

らの「文法を教えてほしい」などのコメントを聞き、自分がまだ行動中心アプローチをよく理解できていなかったのではない

かと感じ、ちょっと複雑な心境で学期を終えました。以下は、この悩める二人が座談会形式で行動中心アプローチを深掘

りした様子です。（編集部）
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今回座談会にご参加いただいた先生方は以下の通りです（あいうえお順、座談会内では敬称略）。 

ギラード依子先生（キャピラノ大学）

現在キャピラノ大学では 30名前後の初級クラスを『まるごと（理解）』を使って教えている。キャピラノ大学は芸術系のプログラムが有名で、日本
語学習者にも芸術系の専攻の学生が多く、日本語を学習している目的や興味も多様。以前は他のカレッジで会話のみのクラスを担当していた

が、そこでのカリキュラムは『げんき』の教材を基本にコミュニカティブアプローチを使っていた。現在の大学では学生主導型の授業を遂行する

ため教材やカリキュラムの改善策を求められ、行動中心アプローチに移行。授業も体験型ゲームや対話型・実践型の活動を中心にしている。

当初は自分で工夫した教材と実践型アプローチで授業をしていたが、その教材に限界を感じていた時に出会ったのが『まるごと』。そのリソース

の多さと使い易さに驚き、現在も『まるごと』を使い、学生に気づきを促すような授業をしている。

呉屋由郁子先生（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の日本語講座で入門から中級までを担当。クラスの人数は入門、初級は 20 名まで、初中級、中級は
16 名までで、学習者はほぼ成人。勉強している理由も旅行、アニメを日本語で見たい、また家族と話したいなど様々。沖縄にいた時の教科書
は『みんなの日本語』で、できるだけコミュニカティブに教えられるように努力していたが、教師間での引き継ぎを行う際には、「今日はて形が入

りました。」というように文法事項を目安としていた。行動中心アプローチへの移行のきっかけは国際交流基金への就職。国際交流基金の日本

語講座が『まるごと』を使っているので、Can-doを使った課題遂行能力を高めるアプローチを使うようになった。 

吉川景子先生（国際交流基金、アルバータ州教育省）

カンボジア日本人材開発センターやインドネシアの国際交流基金ジャカルタ日本文化センターの日本語講座で『まるごと』を使って教えた経験

がある。クラスの人数は初級は 20名から 30名ぐらい、中級は 8名から 15名ぐらいで、学習者は大学生や社会人が多かった。カンボジアの時
は大学内にセンターがあり、特に大学生の学習者が多く、就職のための資格、スキルアップとして日本語を勉強していたが、インドネシアでは主

に趣味で勉強している学習者が多かった。それ以前に教えていた時は教科書が『みんなの日本語』で、文法積み上げ式アプローチだったが、そ

のままではなくコミュニカティブにできるように努力していた。インドネシアなどの中等教育の仕事では現地でその国の中高生向けに作成された

教科書が使われており、そこには中高生が現地で日本語を使うであろう場面やトピック別に Can-doがある課題遂行型だった。国際交流基金で
カンボジアに派遣された時に、日本語講座を通して JFスタンダードを普及する職に就き行動中心アプローチに深く関わるようになった。

善積祐希子先生（トロント大学）

これまで様々な機関で日本語教師を経験。現在はトロント大学で『げんき』を使って教えているが、それ以前は教えていた学校やそのプログラ

ム、教科書、学習者によって教授法を変えていた。国際交流基金トロント日本文化センターの日本語講座で教えた経験もあり、そこで『まるごと』

を使用し、行動中心アプローチを使って教えるようになった。
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木村＆青木：今日はこの座談会にご参加くださり、ありがとうございます。この座談会では私たちが行動中心アプローチに

ついて悩んでいることや、まだ理解できていないと思っていることについて皆様に質問させていただき、このアプ

ローチについてもう少し深く学べたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

学生の反応って？ 
木村： まず、『げんき』など、カナダの教育現場で広く使われている教科書を考えると、文法積み上げ式アプローチやコミ

ュニカティブアプローチに慣れている学生が多いと思いますが、これまで行動中心アプローチを使ってこられて、

初めてこのアプローチに触れた学生の反応で気づいたことはありますか。 
吉川： 文法積み上げ式アプローチと行動中心アプローチは教え方に違いがありますが、学生は結構両方にうまく慣れて

いった感じがします。どちらかがいいというよりは日本語を違うアプローチで勉強しているというように理解してい

たように見えました。アジアの学生は先生の説明を聞く講義型の授業や 試験勉強に慣れているので、文法を教

えて欲しいと思う学生も多かったですが、入門レベルから行動中心アプローチで勉強を始めると、すぐ慣れるよう

です。大事なことは、教師がそのスタイルを貫くことと、最初のオリエンテーションで行動中心アプローチについて

学習者に説明することだと思います。中級などの学習者で他の学校から入ってくると戸惑う人もいますが、文法

積み上げ式アプローチで勉強した学生は文法の基礎がしっかりしていて、話すときも正確だったと思います。単に

話すことに慣れていないだけなので、スタイルに慣れると適応できるようです。中には文法事項が少ないから勉強

した気にならないと言う学生もいますが、その場合は補助教材を紹介したり、やりたい人向けの宿題を出したりし

ていました。その時も単なる文型ドリルにならないように注意して、文脈を考えて作成しました。 
青木： 私の大学では中級を『まるごと』で教えているのですが、最初のオリエンテーションでこれまでの授業との違いを

説明しています。『げんき』の教科書には初級の文型が網羅されているので、それにさらに磨きをかけながら、違

うアプローチで復習しているのだなと感じてくれているようです。 
ギラード：私が感じているのは、授業で教えていないのに学生はどうして文法がわかるようになるんだろうかということです。

いつもクラスが終わった時に、「あ〜楽しかった」と感じてもらえるような授業を心がけていますが、私のクラスでは

予習、復習しないとクイズでいい成績は取れません。「語学の勉強＝文法の勉強」とよく言われますが、それがつ

まらないという学生も多いです。それで、どうしたら文法の勉強という形をとらずに学生に自主的に学んでもらえる

かと考えた時、気がついたのが助詞ノートでした。英語を使わず、日本語で助詞を使った会話や文章を書いた助

詞ノートを作って学生にそれがわかるかどうかを各自自習してもらいます。わからない時は学生主導のチャットで

話し合ったり、教師にメールで聞いたりして自主的に勉強させます。それを続けると学生は話す時に助詞で止まら

ず、「〜にあります」のように文節で話せるようになってきました。 
 青木： ギラード先生に質問です。会話を中心に教えていらっしゃるのに、どうして『まるごと（かつどう）』ではなくて、『まる

ごと（りかい）』を使っているんですか。 
ギラード：授業では文法の説明をしませんが、学生が『まるごと（りかい）』を使って予習、復習することで、『まるごと（りか

い）』が文法を説明してくれているような状況が生まれています。例えば、音声を聴く練習では、答えが聴き取れな

い時は、『まるごと』の教科書にある答えを見てもいいと学生に言っています。答えを写してから音声を聞いてもら

い、さらに、できるだけ日本に放り込まれたような状況を作るようにしています。例えば、授業中に私が「あ〜、楽

しかった」と言うと学生から「それはどんな意味ですか。」と質問が出ます。その時には「うれしい、うれしかった」

「おもしろい、おもしろかった」のようにいくつか例を提示して学生にゲーム感覚で推測してもらうようにしているの

で、学生は文法を勉強をしている意識がないまますぐに覚えます。 中には文法説明が欲しいという学生もいます

ので、まずは助詞ノート、『まるごと』、ラボの課題を復習してから個人的に質問するようにと指導しています。  
青木： 『まるごと』には、Can-do の話題の範囲での文法のパターン練習が多少あるので、それをやると確かに教師がわ

ざわざ文法の説明をしなくてもなんとなくわかりますよね。ただ、Can-do の話題から外れた範囲まで文法練習を

広げることはしないということですね。 
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木村： 国際交流基金トロント日本文化センター（以後 JFT）では『まるごと（かつどう）』と『まるごと（りかい）』の両方を使っ

ていますか。 
呉屋： はい、両方使っています。かつどう編では場面と文脈から文の意味を汲み取って、似たような場面で使ってみるこ

とに焦点をあて、りかい編では使われた文にどんなルールがあるか学習者が気付いたことを確認しながら進めて

います。 
善積： そうですね。教師が一方的に教えるというよりも学生といっしょに確認するという感じですね。クラスの中では、学

習者同士が気がついたことを共有したり、話し合ったりすることもあります。そこで、わからない場合は教師が補

足します。 
木村： 『まるごと（りかい）』と『まるごと（かつどう）』は使う順序が決められていますか。 
吉川： はい、『まるごと（かつどう）』が先です。ダメとは言いませんが、『まるごと（かつどう）』を先に使うのが大事だと声

を大にして言っておきたいです。 
木村： それは インプット（聞くこと）を先に行うことが大事だということですか。 
吉川： はい、そうです！ それから、学習者に推測させることが大事です。 
木村： 学生の反応に戻りますが、他にも何かありますか。 
善積： 私もオリエンテーションで何に重点を置いているかや、ピアラーニング的な学習方法を取り入れていることを説明

していました。学習者はそれに納得してクラスを取ってくれていると思います。 
呉屋： そうですね。入門のクラスでも「JFT では先生は全て教えることはしません。聞いて自分で探して、推測してみんな

でどうなっているのか話し合うスタイルです」と説明をして、マインドセットしてから始めるので 学習者からの不満

の声などは特にありません。 
木村： マインドセットですか！他の言語を勉強した経験から文句をいうような学生はいませんか？ 
ギラード：逆に学生から聞くのは文法中心が嫌だったということですね。ある学生は、『まるごと』は写真や絵がたくさんあっ

て何を勉強するか見てすぐわかるし、オンラインのリソースが豊富なので練習もたくさんできるのがいいと言って

いました。 
呉屋： ちょっと補足ですが、教師に教えてもらうのに慣れている学習者から文法をもっと説明してほしいと言われることも

あるので、JFT の姿勢について説明をし、補助教材『まるごとプラス』の文法ノートを見るようにお知らせしていま

す。 
評価はどうするんだろう？ 

木村： 行動中心アプローチは評価をするのが難しいとよく聞きますが、皆さんはどのように行っていらっしゃいますか。 
呉屋： JFT は学期末にテストがありますが、成績を出さなければいけないわけではなく学生が自分の実力確認するとい

うような位置付けになっています。教師と１対１で会話を行ったり、ロールプレイをしたり、オンラインで言語知識筆

記テスト、作文、音読があり、ルーブリックで達成度を確認しています。 
吉川： カンボジアやインドネシアの時は修了証を出していました。成績を出すのは筆記のテストだけでなく、聴解、会話、

ポートフォリオ、プロジェクト、作文など総合的に成績を出していました。作文といっても「まるごと」に出てくる例と

同じようなタイプのものですが、インドネシアの時は課題を出して、家でやって、メールで提出、カンボジアは筆記

テストの中に入れました。カンボジアは規模が大きかったので、各レベルのコースリーダー（カンボジア人、日本人

の教師のどちらも）と一緒に成績の割合などを決めて、それを他の教師と共有していました。大学と違って、学生

の成績の分布などに配慮する必要はなかったです。 
木村： すみません。大学でテストを作成する時には知っている単語、文型だけ使うのですが、そのようなことは考えてい

らっしゃいますか。 
吉川： コースリーダーが毎回見直しをしますが、作成する時に気をつけるのは問題が言語知識を問う試験に偏っていな

いかということでした。問題は、談話の流れを確認するテスト、語彙や漢字はトピックに関係したものを中心に文
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脈の中で出すようにして、できるだけコミュニケーションを意識した作り方をしていました。語彙などはたくさんあっ

ても、使う頻度が高いものは決まっていると思いますし、Can−do に関連したものを出すようにしていました。中級

レベルでは文脈から推測して把握する能力が大事なので、聴解や読解問題は教科書のモデルと同様に未修語

を入れて作成しました。 
木村： ギラード先生、大学での評価はどうでしょうか？ 
ギラード：オンラインになってから学部内で話し合って、中間試験と期末試験をやめた教師もいます。私もそのうちの一人

です。その代わりに学生が毎週どこまで何ができるようになったか測るために週ごとにクイズをして、その比重を

大きくしました。評価ではテストの他にオープンブックのポートフォリオと作文、会話、インタビューなどを評価項目

に入れています。それから、ラーニングブランチというプログラムを使って教師が作成したクイズなどもクラス外で

させています。私の大学では全コースが実社会との繋がりがある内容を提供し、学習者中心の学習方法が奨励

されており、私たちは学習者をサポートする立場だというような考え方が浸透しています。それで、語学のコースも

それに近づける工夫をしています。他の大学同様、キャピラノ大学の日本語のクラスにも社会に貢献したいと考

えている学習者が多くいますが、そのような学生の社会性に日本語の教科書ベースの学習内容が合っていない

と感じています。たとえ学生が初級レベルのクラスを一学期終えるだけでも、個人の社会性や思想を尊重するた

めに今後もカリキュラムを改善していきたいと思っています。  

どんなアプローチ？ 
木村： それでは、もう少し行動中心アプローチについて深掘りさせてください。何が優れている、何が難しいというような

点はありますか… 
青木：  『まるごと』で変更してほしい点などもあったらお願いします。 
呉屋:  いいところは 教える地域などによって教師がアレンジしやすいところだと思います。これといって変えて欲しいとこ

ろは今ないです。難しいのは 時間の枠が 2.5 時間で 1 課を終わらせなければいけないので、もっと学生同士に

会話させたいのに多くの時間が取れなかったりするので、時間配分に気をつけています。 
木村： 時間配分に関しては大学でも問題だと思いますが、いかがでしょうか。 
ギラード：私はまだオンラインで教えているのですが、オンラインになって、ますます『まるごと』のよさを感じました。オンラ

イン授業にも適した素晴らしい教材だと思っています。『まるごと』のおかげで学習者が予習、復習など自分で自

習する時間が持てています。この経験で、対面に戻ったらもっと時間ができるとわかったので、さらに学習者が言

いたいこと、話したいことを考慮した内容を行動中心アプローチで教えるつもりです。そして、対面になった時に私

が理想としている社会性を身につけるための日本語を『まるごと』の力を借りて教えたいです。  
青木： 少し行動中心アプローチの話題から外れてしまうのですが、時間を効率的に使うという意味では、学生に家でや

れることは家でやってもらうのが大切だと思います。私も予習・復習事項は学生に詳細に指示していますが、全員

にやってもらうのはむずかしいです。やはり絵や写真がたくさんあって、楽しそうな教材のほうがより多くの学生に

興味をもって自主的に取り組んでもらえるものなのでしょうか。 
ギラード：モチベーションでしょうか。それから、先ほども言いましたが、聞き取れなかったら、答えを丸写ししてもいいよっ

て最初に言います。それは実際とても役に立っています。 
木村： カンボジアやインドネシアはどうでしたか。 
吉川： 学習者には仕事をしている人も多かったので、授業時間外に多くのことを求めずクラス内で完結するようにしてい

ました。例えば、インドネシアでは、Edmodo を使って、携帯でいつでもどこでもできるような宿題を毎回５問だけ

出していました。 

効率的？ちょっと待って！ 
木村： ここまでお話を聞くと授業で効率的に教えるには クラス外でも自主学習できるような仕組みを作らなければいけ

ないということですね。 
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吉川： あのう、ちょっと気になったんですが、「効率的」という言葉なんですが、ここで皆さんが使っている「効率的」という

のは「教科書を終わらせるためにいかに効率的に」という意味で使われていて、学習者が学ぶための効率という

のとは違うかなと思ったんですが。 
木村： あっ、そうですね。私たちが使う効率的って、教育機関の制約を考えたもの、例えば学期内に教科書を終わらせ

るというような考えからの効率で、ちょっと違いますね。 
青木： 大学は次のレベル、コースがあるので、教科書が終わらなかったでは済まされないということもありますね。 

行動中心アプローチは他のアプローチと一緒に使える？ 
木村： ところで、行動中心アプローチと他のアプローチを一緒に使うことって、できるんでしょうか。例えば、文法積み上

げ式アプローチと行動中心のアプローチのコンビネーションはどうでしょうか。 
善積： 二つのアプローチのコンビネーションというのではないのですが、今教えているクラスでは、『まるごと』で使った課

題を達成するために学習者がこなしていく活動のプロセスの中で効果的だと思ったものは使っています。例えば、

私が作成した会話をたくさん聴かせ、学生自身に何度もきく表現や文法のポイントに気づいてもらい、それを学生

同士で話させたりしています。でも、必要であれば、文法の説明もするようにしています。また、最近『げんき』にも 
Can−do 的なものがありますが、どんな行動か明確に示されていないと思うので、もう少し行動に注目した会話を

作ったり、アレンジが必要だと思います。 
呉屋： さっき善積さんもおっしゃっていましたが、たくさんインプットをして、その後学習者に気づかせるというのは 行動

中心アプローチではなく、第二言語習得のプロセスの一部だと思うので、まずは行動中心アプローチについて正

確に学ぶことが大事だと思いました。インプットをたくさんすれば行動中心アプローチ、というのは少し違うかなと

思いました。 
青木： それでは、『げんき』のような文法積み上げ式の教科書を使って、行動中心アプローチで教えることは可能だと思

いますか。 
善積： 本気でやるのであれば教師の負担が大きくなると思います。『げんき』を使ってもやれると思うのですが、準備とか

色々とアレンジする必要があるでしょうし、大変そうです。 
吉川： 私は二つのアプローチを一緒に使っているというのはもしかしたら、文法積み上げ式アプローチをコミュニカティブ

にしていることを指しているのではないかという気がしています。場面を考えて Can-do を作成して、使っているの

は教科書のその課にある語彙、文型では行動中心アプローチと言えるのでしょうか。国際交流基金の JF 日本語

教育スタンダードのホームページ*に『みんなの日本語』などの教科書を使って、コースデザインを行動中心アプロ

ーチに組み替えた例があります。場面を考えたり、can-do を考えて、それを達成させるために一つの課と別の課

を組み合わせたり入れ替えたり、また Can-do のレベルを考えてデザインし直しています。そのようなことが文法

積み上げ式を行動中心アプローチに変えるということだと思います。一人の教師が教えているのであれば、変更

しやすいのですが、複数の教師がいっしょに教えている場合はプログラム全体として組み替えなければいけない

ことになると思います。ですから、使っている教科書にもよりますが、その教科書のアプローチを大きく変えないほ

うが教えやすいのかなと思いました。『まるごと』はその意味ではそこにある教材で完結しているし、もうできている

ので変更する必要もなくそのまま使えると思います。自分で作成することもできますが、その労力、かかる時間を

考えるとかなり大変だと思います。 
呉屋： 私はトルコで教えた時に『中級の日本語』を使っていたのですが、実はその時に自分で行動中心アプローチのマ

テリアルを作成しました。『中級の日本語』は文法書と語彙リストとして使ってくださいと学生に伝え、そこからはテ

ストも出しませんでした。教師二人で行動中心アプローチの教材を作って、授業ではそれを使いました。内容的に

は、トルコという土地柄に合わせて、登場人物もトルコ人と日本人にし、会話も新しく作りました。学ぶ文法項目は

『中級の日本語』の半分ぐらいが同じで、当然勉強する順番も全然違いました。この作業は大変でしたが、とても

楽しかったです。 
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行動中心アプローチについて伝えておきたいことは？ 
青木： 時間も少なくなってきたので、みなさん、行動中心アプローチについて、これだけは言っておきたいということがあ

りましたら、お願いします。 
呉屋： 先ほどの話と関連して、文法積み上げ式アプローチから行動中心アプローチへの転換についてですが、これには

同じ機関で働く教師が一丸になって取り組む必要があって、それが大事だと思います。それから、学習者にどうな

って欲しいかという姿や授業の進め方なども共有したほうがいいです。例えば、同じ『まるごと』を使っても教師主

導で教える教師やピアラーニングを中心にする教師などバラバラなのはよくないと思います。この機関ではこう教

えると言えるようにするのも大切です。 
吉川： 私も文型積み上げ式アプローチから行動中心アプローチへの転換についてですが、まずは教師側のマインドセッ

トがとても大切だと思います。『まるごと』を使ったら、行動中心アプローチになるかと言ったらそうとも限りません。

使う教師によると思います。教科書分析をしっかりとして、その構成とその意味を理解することが大切です。今回

皆さんとお話をしていて、行動中心アプローチは使用教科書、時間制限、プログラム上の制約など厳しい制約が

ある場合は難しいかもしれないと思いました。これやりたいけど…この文型を教えなければと思っていたら、なか

なか着手できないですよね。そういう意味で改めて教師のマインドセットがすごく大事かなと思いました。 
ギラード：お二人（青木・木村）とも中級のコースで行動中心アプローチを使われているようですが、私は「え、逆の方が効

果的かも…？」と思いました。中級以上の日本語を学ぶ意欲のある学生はモチベーションが高い分、どんなアプ

ローチでもコミュニケーションがベースならいいと思うんです。でも、逆に初級、入門のレベルは学生が日本語を

通して文化を勉強したいと強く思っている時期で大事です。ですから、ここで文法積み上げ式アプローチではなく

行動中心アプローチで楽しく、日本語で行動ができるようになることで学生のモチベーションが保てるようになるの

ではないでしょうか。文法の勉強で「難しい」という印象を与え日本語への興味を失わせないようにするためにも

私は逆に初級だからこそ行動中心アプローチで教えてはどうかと考えてしまいます。  
木村： 最後にこれを聞いてみたかったのですが、行動中心アプローチを一言で表現するとどんなアプローチでしょうか。 
呉屋： 毎回成功体験を学習者が感じられるアプローチ、日本語でこれができたと言う達成感があるアプローチだと思い

ます。 
ギラード：私のクラスでは語彙や文型を暗記できた学生が優れた学生と言うことではなくて、 

「今東京に行っても大丈夫な人」と言えばみんなが「はーい」と手をあげられるような気持ちになることを大事にし

ています。実際に今のクラスでもみんな笑顔で「はーい」と手を上げてくれますし、それがレベルアップやモチベー

ションにつながっていると思います。この座談会を読んでくださる方々がどれぐらい行動中心をやってみたいと思

っているかわかりませんが、私やうちの学生たちにとってはとてもいいと実感できています。  
善積： JFT の時の経験ですが、『まるごと』は 同じトピックが、何度も出てくるので、学習者もレベルが上がると話せるこ

とが多くなっていると実感できていると思います。毎回の授業だけの達成感だけではなくて、レベルごとでできるこ

とが増えるという達成感やその成功体験を感じられていると思います。 
青木： 今日お話を伺って、行動中心アプローチには文法積み上げ式とは違う魅力がいろいろあることが理解できました。

一方、どのような教科書やアプローチを使っても、学生にそれなりの成功体験を提供できるのであれば、特に教

授法変更の必要性を感じないという教師がいることも理解できます。アンケートではご自分の理想の授業に近づ

けたい、教授法をアップデートしなければいけないと感じている方も多いようでしたが、一概にこれが最高のアプ

ローチというものはないと思うので、まずは、それぞれ教えている機関でのニーズに基づいた学習目標を明確に

して、それに合わせて最適な教授法を選べばいいということなのでしょうね。 
青木＆木村：まだまだ聞きたいことはたくさんあるのですが、今日は長い時間どうもありがとうございました。とても勉強に

なりました。 
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 *『まるごと』に関する論文等： 
• JF 日本語教育スタンダード（活用レポート・論文）: https://jfstandard.jp/casereport/ja/render.do 
• まるごと資料アーカイブ: https://www.marugoto.org/teacher/archive/ 
• CEFR/JF 日本語教育スタンダードに準拠した初級（A1~A2）のコースデザイン紹介―『みんなの日本語』を使った

スペイン・サラマンカ大学の日本文化センターの実践例― 
             https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/report/201711.html 

• 市販教材をつかっった JF スタンダード準拠中級講座 
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/jf/case/2014/pdf/jf2014_02_01.pdf 

• 文法積み上げ型授業から課題遂行型授業への移行 ーCEFR と JF 日本語教育スタンダードを参照した授業実

践報告― 
https://www.eaje.eu/pdfdownload/pdfdownload.php?index=306-311&filename=koto-
saitoazusa.pdf&p=venezia 
 
 

― 活動報告 ― 

日本語教師情報交換会 第 34 回 日本語学習を継続させる 
 

小室リー郁子（トロント大学） 
  
国際交流基金トロント日本文化センターとの共催イベント「日本語学習を継続させる」（通称「継続」。詳細は

https://www.youtube.com/watch?v=KuNLx0i6H8U&feature=youtu.be）では、「オンライン環境における「カンニング」を

考える－事例の共有と今後の対策－」と題し、2021 年 6月 5 日（土）、12 日（土）の 2 週にわたり情報交換会を実施いた

しました。第 1 週目は事例の共有に焦点を当て、第 2 週目は今後の対策や不正行為への向き合い方について、意見交

換を行いました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
上の Mentimeter の結果は、参加者の方々に、「カンニング」に対する気持ちを自由に書いていただいたものです。こに見 
られるように、不正に直面したとき、教師の胸中にはさまざまな負の感情が沸き起こります。カンニングについて話すこと 

https://jfstandard.jp/casereport/ja/render.do
https://www.marugoto.org/teacher/archive/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/report/201711.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/jf/case/2014/pdf/jf2014_02_01.pdf
https://www.eaje.eu/pdfdownload/pdfdownload.php?index=306-311&filename=koto-saitoazusa.pdf&p=venezia
https://www.eaje.eu/pdfdownload/pdfdownload.php?index=306-311&filename=koto-saitoazusa.pdf&p=venezia
https://www.youtube.com/watch?v=KuNLx0i6H8U
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自体が憚れるというご意見もありました。  
そのような中、参加者の皆さんが成功例や失敗談を具体的に話してくださることにより、一人で考えて行き詰っていた方

にとっては、小さな突破口を見出すきっかけになったような気がします。オンライン環境では、これまで問題にならなかった

レベルでのプライバシーや学習環境への配慮も必要であり、それに対する教育機関の考え方も一様でない状況で、だれ

にでも効く万能薬は存在しません。が、教育現場が大きな転換期を迎えようとしている今、互いが抱えている問題や悩み

を共有することで、先生方一人一人が自分なりの対応策や気持ちの持ち方を模索してもらうことができたように思っていま

す。経験談を共有してくださった先生方、どうもありがとうございました。  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（上掲スクリーンショット提供：国際交流基金トロント文化センター）  
 
 
 
 

 

第 6 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一昨年 2019 年 6月 20 日に第一回を Zoom にて開催し、その後、年 2
回オンライン上での集まりを催しております。  
次回は 12月９日（木）に第６回目となる集まりを開催いたします。今回は、現在 CAJLEウェブサイトに掲載中のトロント

大学名誉教授の中島和子先生ご講演ビデオのタイトルである「カナダで育つバイリンガル・マルチリンガル」をテーマに、

中島先生をゲストにお呼びし、参加者の皆様のご質問に答えて頂いたり、ご相談にのって頂こうと企画しております。  
  集まりの前半ではご講演ビデオを視聴した上での質疑応答、後半は、「日本語への興味のひきつけ方」「楽しく日本語

の勉強を続ける方法」「英・仏語に傾きがちな子供から日本語を引き出す方法」というテーマのグループに分かれ、アイデ

アの共有、またそこから中島先生へお聞きしたい質問等を話し合う予定です。  
ご自身もカナダで子育てをされ、また長年カナダの継承語教育を研究されている中島先生のお話から学ぶことがたくさ

んあると思います。日本語で子育てをしている保護者の方も、継承日本語を教えている先生方も、各々の状況や悩みを共

有する中から新たな発見があるかもしれません。ぜひ次回の集まりにご参加ください。  
 
 

 
 
 
 

https://www.cajle.info/resources/dr-nakajima-lecture/
https://www.cajle.info/resources/dr-nakajima-lecture/
https://jftor.org/event/keishogo6/
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― GN プロジェクト ― 
 

連載「セカイの日本語〜わたしの声〜」（全 5 回）  
   
 

 

 

 

 

第１回 「セカイの日本語〜みんなの声〜」を授業で使ってみよう 

柴田智子（プリンストン大学）  

私は米国の大学で学んでいる日本語４年生たち（ACTFL 中級の中から上のレベル）に「日本＝日本語＝日本人」という

イコールサインについて批判的に考えてもらう授業をしている。学生たちはリービ英雄やアーサー・ビナードといった越境

作家や、村上春樹のような海外でも人気のある作家のエッセイや作品を読みながら、日本語使用者の１人としてコミュニ

ティに何らかの貢献をするプロジェクトをする。それらの活動を通して自分たちの視点から「イコールサイン」について考え

てもらっている。例えば、国籍やアイデンティティを考える授業では、日本人とは？自分は何人（なにじん）なのか？パスポ

ートで決まる国籍と、自分の感覚の違い。親の国籍や育った場所。１人１人のバックグラウンドは本当に多様で、みんなに

色々な角度から意見を出してもらう。今までそんなことを考えたこともなかった学生も、少し自分自身のアイデンティティに

ついて考えてくれる。 
ある時、「セカイの日本語〜みんなの声」に掲載されているビデオを見るという宿題を出した。自分の興味のあるビデオ

を２つ選んで、その人たちの話している内容を自分の経験や考えと比べ、似ているか違うか考えてもらった。学生たちはイ

ンタビューを受けた人の日本での苦労話に驚いたり、日本語の学び方に共感したり、日本国籍の人がアメリカ留学で感じ

たことが自分の留学の経験と同じだと感心したり、授業で活発に意見交換していた。やはり生の声はパワーがある。ほん

の数分のビデオにその人の人生の一部が凝縮されている。 
このウェブアーカイブを通して学生たちは日本語の多様性にも気がついた。自分たちのような日本語レベルの人からビ

ジネスで通用する日本語レベルの人まで、様々な日本語使用者の日本語がアーカイブには載っていて、学生たちはその

バラエティに驚く。日本語教師としては「多様な日本語」を授業でどこまで許容するかは悩ましいところであるが、そこは活

動の目的や目標によって変わっていいと私は考えている。 
日本語学習のきっかけは様々だと思うけれど、このようなウェブサイトを使い、自分以外の日本語使用者について考え

てみるのもいいと思う。  

本号の記事を読み、考えたことや気づいたこと、ご自身が日頃から行なっていることなど、皆さんの声もぜひこちらから

お聞かせください。（https://padlet.com/kazuhiro_yonemoto/sekainonihongo）  

  
  

 

CAJLE の GNプロジェクトでは、日本語や日本語話者の多様性への意識

を広げるため「セカイの日本語〜みんなの声〜」

(https://sekainonihongo.com/ ) というウェブアーカイブで様々な日本語話者

の声を届けています。 
 この５回に渡るシリーズでは、プロジェクトに関わっている私たちメンバー

が、プロジェクトで感じたこと、気づいたこと、考えたことなど振り返り読者の皆

様と共有の場を設けたいと考えています。  

 

 
 

https://sekainonihongo.com/
https://padlet.com/kazuhiro_yonemoto/sekainonihongo
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― 学校紹介 ― 
今回の「学校紹介」は、ケベック州よりモントリオール日本語センター、そしてブリティッシュ・コロンビア州よりマクマス高校

の日本語プログラムをご紹介します。(編集部) 
 
 

ケベック州 モントリオール日本語センター 
木下直子 

   
モントリオール日本語センターは、1976 年、継承語としての日本語教育を通して、子供達に日本人としてのアイデンティ

ティーを残したいと切望する保護者の有志によって創立された、民間の非営利日本語教育機関です。創立当初は数名程

度だった生徒が、コロナ前の通常開講時 2020 年で、幼児部９３名、児童・中高等部８８名、成人部４３名のマンモス校とな

りました。機関利用人口が増え、保護者のボランティアのみによる年次運営が難しくなって来たことを受けて、2021 年度よ

り運営体制を理事制へと移行しました。その後コロナの影響で、オンライン・通学開講を含めた 2021 年現在は、学年によ

りますが、全体ではコロナ前の３割ほど減少しています。通常は Collège Notre-Dame の校舎を使用し、土曜の午前の 2
時間、開講しています。 

活動内容は、幼児部は、季節行事などを中心とした文化紹介や体験、行事に関連した創作活動、そして文字学習への

動機付けもします。児童・中高等部は、目安となる全体カリキュラムに基づき、各教員が個々に教科書の内容も抜粋しな

がら、年間行事活動（子どもの日、運動会、書初め、文集、節分、ひな祭り、発表会）を通じ、言語学習、文化紹介・体験も

授業に取り入れています。  
 時代の変化と利用者人口の増加に伴い、この機関に通う保護者や子どもたちの日本語に対するニーズは幅広く、学習

から交流を重んじる人まで多種多様で、全てのニーズを総括した授業を提供するのは容易ではありません。海外在住で

日本語保持の難しさは、当機関も例外に漏れず、言語面では学年が上がるにつれ「読み書き」が難しく感じたり、「学習を

続けるモチベーションの維持」もしにくくなってきます。その上このコロナで通学ができなくなり、楽しみであった友達との交

流や行事参加などが殆どなくなり、教員も運営役員も苦心して、学びを継続する模索をし続けていました。そんな中『子ど

もたちに何か楽しいことを！』と、以前から構想はあったものの実現に至らずにいた「課外アクティビティクラス」に、オンラ

インという形で運営と教員が協力して取り組み始めました。読み聞かせ、クラフト、歌、料理クラスの他に、オンラインなら

ではの他州の生徒との交流会、スピーチコンテストも行いました。確かに実際に集まってする活動にはかなわないことは

あったかもしれないですが、カナダ全土より参加者を募ったことで、子どもたちが繋がりを感じたり、学びを継続するきっか

けになったことと思います。厳しい状況の中での新しい取り組みでしたが、今後もこのチャレンジ精神を忘れず、子供達に

とってよりよい活動を提供し続けられたらと思います。  
 
  

 
ブリティッシュ・コロンビア州 マクマス高校 

 
グレース・ホー 

 
マクマス高校（Ecole Robert A. McMath Secondary School）はブリティッシュコロンビア州リッチモンド市スティーブスト

ンの近隣に位置しています。スティーブストンという街は 19 世紀後半から日本人移民が多く住んでいて、現在も日系カナ

ダ人のコミュニティです。高校の向いにスティーブストン仏教会があり、スティーブストン日加文化センターや武道の教室や

日本語学校なども近くにあります。  
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マクマス高校は 1998 年に建てられました。今、1300名の生徒の中の約 400名がフレンチイマージョンのプログラムに

籍を置いています。日本語を取っている生徒は今年 100 人ぐらいです。BC州のカリキュラムには日本語 9、10、11、12、

又イントロ 11 のコースがあります。様々な背景の生徒は日本語を第三、第四言語として勉強していますが、家で日本語を

話す生徒もいます。  
今年からリッチモンド市の高校はセメスター制（半年間授業）になりました。日本語の授業も九月から一月までは一学期

で、二月から六月までが二学期となります。アセスメントは BC州のプロフィシェンシースケール（Proficiency Scales）をよ

く使っています。クラスのほかに、ジャパンボウルクラブもあります。日本文化や日本語について勉強し、メトロバンクーバ

ージャパンボウルの大会のために準備しています。2021 年の大会ではマクマス高校のチームがチャンピオンになりまし

た。  
   マクマスの日本語の教師のグレイス・ホーはバンクーバーで生まれ育ちました。そして、高校生の頃に日本語を習い始

めました。日本語は第五言語で、リッチモンド学区に 20 年勤めています。今も生徒たちと一緒に日本語を学んで頑張って

います。  
 
 
 
マクマス高校のご紹介にも出てくるジャパンボウルですが、1992 年にワシントンＤC 日米協会が設立した高校生のための

日本語・日本文化の知識を競う大会です。現在では世界中に広がっており、カナダでは最初の大会が 2018 年に開催され

ました。2022 年度の大会は 3月に開催されます。詳細はジャパンボウルのウェブサイトをご覧ください。（編集部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

Japan Bowl 2022 開催のお知らせ 
Japan Bowl is a high school competition focusing on Japanese language and culture. 
The competition started in the United States and is now held in Canada: Vancouver (in-
person, but may change to virtual) and London, ON (virtual). Please click the location 
for more information. 

Metro Vancouver Japan Bowl         Date: March 12, 2022 

                                                     Contact: metrovancouverjapanbowl@gmail.com 

 

 

Japan Bowl Ontario                        Date: March 19, 2022 

                                                  Contact: japanbowlontario@gmail.com 

 

https://japanbowl.org/
https://www.jetaabc.ca/news/2022-metro-vancouver-japan-bowl/
https://www.facebook.com/events/623711738807361/
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国際交流基金コーナー  
JFT 新副所長着任、プログラムオフィサーの交代 

 
長谷川由貴（国際交流基金トロント日本文化センター 副所長）  
 
みなさま初めまして、長谷川と申します。2021 年 7 月より、齋藤雅広の後任として国際交流基金トロント日本文化セ

ンターに着任いたしました。 東京では経理部におり、日本語教育に携わるのは当地が初めてですが、皆様の多彩で

充実した活動に日々感銘を受けています。 今後カナダ国内の日本語教育の更なる発展に貢献できるよう微力ながら

邁進してまいります。ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。  
 

 サルマ・サーレ（プログラム・オフィサー）  
 
皆様、初めまして。本年８月末より、前任のバーバラ・カーターに代りまして日本語教育 Program Officer として国際

交流基金トロント日本文化センターに着任いたしましたサルマ・サーレと申します。  
出身地のエジプトでは国際交流基金日本語講座で、トロントではヨーク大学で日本語を勉強しました。当センターの一

員として日本語教育に携わることをとても嬉しく思います。日本語教育を通して異文化間コミュニケーションが促進で

きるように努力してまいりたいと思います。未熟な部分も多いと思いますが、皆様のお役に立てるよう一生懸命頑張り

ますので、ご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

「まるごと」日本語講座授業見学 
当センターのオンライン「まるごと」日本語講座は、カナダの日本語教師の方々の

見学を受け付けています。ご興味のある方は以下からお申し込みください。 
https://jftor.org/language/classes/class-observation/ 
 

「まるごと」教材お助け資料集 
「まるごと」教材お助け資料集は、「まるごと」B１教材を資料する 
際に利用可能なデジタルリソース、動画リンク、副教材等を含む資料集 
です。資料集は以下のリンクから閲覧可能ですので、是非、お気軽に 
ご利用ください。 
https://jftor.org/language/resources/teacher/marugoto-materials-collection/ 
 
 

JFT デジタルライブラリー 
JFT 図書館では OverDrive 電子書籍の貸し出しサービスを行っています。 
詳細は以下のサイトをご確認ください。 
https://jftor.overdrive.com/ 

 

https://jftor.org/language/classes/class-observation/
https://jftor.org/language/resources/teacher/marugoto-materials-collection/
https://jftor.overdrive.com/
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― CAJLE よりお知らせ ― 

年次総会議事録・会計報告
書記

2021 年度の CAJLE 年次大会はアルバータ大学と高円宮日本研究教育センターとの共催し、8 月 18 日（水）・19 日（木）
の二日間にわたりオンラインで行われました。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。 

ジャーナル CAJLE22 号 
ジャーナル編集部

ジャーナル CAJLE 22 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. 22 of Journal CAJLE is available online. 

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。2022 年 1 月 10 日までにご投稿いた

だいた論文は同年夏の（2022 年）の掲載号（Volume 23）に向けての審査・査読対象となります。詳細は CAJLE ウェブペ 

ージにて、最新の投稿規定をご覧ください。

We are accepting manuscript submissions for peer review to be considered for publication. Manuscripts submitted 
by January 10, 2022 will be guaranteed to be reviewed and considered for publication in the same year’s volume 
(published in the summer of 2022). Our next volume (Volume 23) will be published in the summer of 2022. For 
further details, please consult the most recent version of the full guidelines at the CAJLE website.

地域研修会支援金について

REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND 

2014 年 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。これまで国内の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。お申し込みの詳細はこちらをご覧くださ

い。また、Zoom などの使用により地域活動もこれまで以上に多種多様になっているため、対象経費項目の見直しを行い、

経費として認められる項目も増えました。地域研修をお考えの方は CAJLE 広報までお問い合わせください。皆様からの

お申し込みをお待ちしております。（広報:cajle.pr@gmail.com） 

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. This fund will enable members to plan and create their own instructor training, as well as 
networking meetings that suit regional needs. Please see the website for more information. In addition, since 
regional activities have become more diverse than ever with the use of Zoom and other tools, we have reviewed 
the eligible expense items and increased the number of items that can be reimbursed. If you are considering regional 
training, please contact CAJLE Public Relations.We look forward to receiving your application. (Public Relations: 
cajle.pr@gmail.com) 

https://www.cajle.info/
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/
http://www.cajle.info/publications/journal-cajle/
http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
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CAJLE の活動とその信頼性や公正性について 
CAJLE’S ACTIVITIES AND ITS CREDIBILITY AND FAIRNESS 

 
CAJLE では私たちの活動の信頼性や公正性を確保できるよう取り組んでいます。 
 
CAJLE is committed to ensure the credibility and fairness of all participants in our activities.  

 
 

 
― CAJLE2021 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   
2021 年   
6月 1 日   

  
ニュースレター62号発行   

6月 5 日〜12 日  継続シリーズ第 34回 「オンライン環境でのカンニングについて考える」開催     
6月 9 日   第 1回オンライン理事会開催  
7月 21 日   第 2回臨時オンライン理事会開催  

● 2020 年度決算報告および 2021 年度予算案が承認された  
7月末  ジャーナル CAJLE 22号公開  
8月 15 日  第 3回オンライン理事会開催  
8月 17 日  年次大会プレ大会イベント教師研修会イレーナ・カメネツキー先生 (イースタン高校, 2021 

ACTFL National Language Teacher of the Year）  
8月 18＆19 日  CAJLE2021 年年次大会開催「コロナ後の日本語教育：変革と成長の機会へ」アルバータ大学と

高円宮日本研究教育センターの共催会場；オンライン開催後援：Consulate-General of Japan 
in Calgary; The Japan Foundation; Blue tree Management Ltd; Prince Takamado Japan 
Centre for Teaching and Researches; The Canadian Association of Second Language 
Teachers; University of Alberta Department of East Asian Studies; University of Alberta 
Faculty of Arts  基調講演：横溝紳一郎先生（西南学院大学）「授業改善の視点と方法」、教師研

修 I：吉川景子先生（国際交流基金・アルバータ州教育省）「教室の外とつながろう」、教師研修 II: 
ジョアンロバートソン先生（カナダ第二言語教師会、フレーザーバレー大学）「デジタル技術を活用

した学習者の自律性と主体性を育む第二言語教育」、教師研修 III：横溝紳一郎先生（西南学院

大学）「日本語教師のためのアクティブ・ラーニング－理論と実践－」  
8月 18 日  オンライン年次総会開催  

● 2020 年度決算が承認された。  
● 2021 年度公認会計士は Chaplin & Co.会計事務所と承認された。  
● 来年度の年次大会の日程と開催地が発表された。2022 年 8月上旬、 

開催地:カールトン大学（オンタリオ州オタワ市）  
10月 1 日  理事会メールにてウェブサイトの再構築が承認された  
10月 13 日  第 4回オンライン理事会開催  
10月 13 日  CAJLE2021 の大会 Proceedings をウェブに掲載  
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編集後記 

◆  先日の大雨で BC州は土砂崩れや洪水などで重大な被害を受けている場所があります。この島でもここ数日商品がち

ょっと少ないなあと感じられるスーパー等もあります。BC 州の会員の皆様、大丈夫でしたでしょうか。さて、今回の特集記

事は行動中心アプローチについて座談会を行って皆様にご報告しています。お話を聞きながら言語を勉強するということ

はどういうことなのだろうかと改めて考えさせられ、先生方に感謝しています。ちょっと長い特集記事になってしまいました

が、読んでくださる方がそれぞれの教育機関に最適な教授法を見つけるお役に立てればいいなあと思っています。 (島人

＠維多利亜) ◆8 月に開催された年次大会は以前の状態に戻っても同じ地点には戻らないから、教師は柔軟性を持ち前

進し続けなければいけないことを学んだ素晴らしい大会だった。あれからすでに 3 か月、今回の特集記事のようにまだベ

ストな教授法を模索中である。部員の皆さんの率直な意見が今後の励みとなった。(猫婦人＠北晩香波）◆オンライン授業

のみの怒涛の１年が終わりホッとしたのも束の間、今度はオンラインと対面のコース。でも、多くの学びの機会があっての

新学期開始。なんとかがんばってます！みなさんはどうですか。今回の NL 作成にあたり、改めて自分の教え方について

考える機会を得た。まだまだ悩み続けるだろうが、それでも日々成長していけたらと思う。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）◆久々の対面式の授業が再開され、生徒の声が

響くなど校舎に活気が戻ってきた。目の前で生徒達が日本語会話の練習をする時間ってなんであんなに幸せなんでしょう

ね。自分には講義の感覚を忘れかけているところもある中、いろいろな有意義なオンライン研修会やセミナーに継続して

参加できることは、どれだけ便利で大切なものかを気付かされた。(詩織＠倫敦）◆今年度から広報に参加し、右も左もわ

からない新人としての初めての本格的な仕事がこのニュースレターでした。早速特集記事に関わらせてもらい、行動中心

アプローチをよくご存知の先生方から直接お話を聞けるという役得をいただきました。教科書や教え方を変えるのは大仕

事ですけど、ずっと同じことを続けていられない性分の私にはとても興味深い話題でした。今は経験たっぷりの先生方も

最初は戸惑ったというお話にも勇気づけられました。さて、これからどうしようかな...。あれから常に考えています。（あ@あ） 
 

 
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 



 

24 

©CAJLE 2021  カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 
 

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.




