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会長の言葉 
CAJLE 会長 木村美香 

早いもので 2022 年も残すところあと僅かとなり、カナダではあちこちで積

雪のニュースが聞かれるようになりました。このニュースレターがお手元に届

く頃には、皆様年末、学期末でお忙しくしていることと思います。どうぞご健康

にお気をつけてお過ごしください。 

本ニュースレターでもご報告していますように、2022 年度も CAJLE は様々

な活動を行ってまいりました。8 月のオンラインでの年次大会には多くの方に

ご参加いただき、『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-』というテーマでグローバル化する社会、複言語、

複文化で育つ学習者の観点から言語教育、日本語教育の役割を考えること

ができました。また、大会当日に開催地が発表できなかった 2023 年度の年 

次大会の準備も進んでおります。本号に 2023 年度の年次大会の情報、また

他の活動についての報告もありますので、ぜひご覧ください。 

2022 年は理事改選の年でもあり、8 月の大会後に理事会が新体制となり

ました。青木（恵子）氏、安部氏、白川氏、津田氏、林氏、藤原氏の６名が退

任され、新しく石川氏 (AB 州)と金氏 (BC 州)の 2 名の新理事を迎えました。

退任された 6 名の理事の方々には、これまでのご尽力に深く感謝いたしま 

す。２期に渡り CAJLE を牽引くださった青木氏が退任され、今期より私木村

が会長職を引き継ぐことになりました。精一杯努めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

10 月には皆様に悲しいお知らせをご報告しなければなりませんでした。これ

までカナダでの日本文化や日本語教育の振興に尽くされ、CAJLE の理事とし

ても多大にご貢献くださったカルガリー大学の楊暁捷先生がお亡くなりになり、

今でも皆深い悲しみを感じています。楊先生の日本文化・日本語教育への功績

は日本政府からも認められ、2016 年に旭日小綬章が授与されました。先生を

ご存知の方は先生が残された学術的な功績だけでなく、お人柄についても多く

の思い出があるのではないでしょうか。私も 2017 年のカルガリーの年次大会

で参加者を温かい笑顔で迎えてくださった先生のお姿が今でも目に浮かびま

す。改めまして楊先生のご冥福をお祈りしたいと思います。 

最後になりましたが、新体制になりまだ至らないこともあると思いますが、楊

先生を始め多くの先輩方が CAJLE に残してくださったものを引き継ぎながら、

カナダの日本語教育に貢献できる活動などを考え実践していきたいと考えてお

ります。どうぞ新体制の CAJLE への応援もよろしくお願いいたします。 

カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 
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― CAJLE 2022 年次大会を振り返って ― 

大会実行委員長 相津頼子 

 
2022 年の年次大会は、8 月 11・12 日にカールトン大学をホストに、オンラインで開催 されました。カナダだけでなく、日本

やアメリカから 125 名もの日本語教育関係者に参加登録いただき、どこからでも参加できるオンライン大会の長所が反映さ

れたと思います。「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」というテーマのも

と、「移動」と「ことば」の関係に注目し、移動する当事者の主観的な思いを知り、複言語、複文化の環境で育つ（生きる）こと

とはどのようなことか、そして移動する人たちにどう寄り添うことができるのかを考える場となりました。 

大会テーマである『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』と題した早稲田大

学教授、川上郁雄先生による基調講演は、幼少期から複言語環境で成長する子どもたち・成長した人々のことばの生活、こ

とばの発達と考える力、グローバル社会で生きる力について学び、日本語教育を通して私たちが目指すことばの教育とは何

かを考える機会となりました。また、『子どもたちの「移動・ことば・アイデンティティ」を考える』という教師研修においては、子

どもや大学生、高齢者の事例をもとに、複言語環境で育つことについて更なる理解を深めた上で課題と対応を考えました。さ

らに、小グループに分かれ、自分の移動の経験の共有から複言語人生をどう生きるのかについても意見交換をすることがで

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には、『学習者の多様性を活かした授業デザイン』という教師

研修で、海外で日本語を学ぶ高校生の事例をご紹介いただき、そこから学習者の多様性を生かす授業のデザインについて、

グループでアイデアを共有することができました。また、カナダ第二言語教師会からお招きしたオタワ大学のジェレミー・セラ

先生には『言語および文化的に多様な学生をサポートする言語学習教育への多言語的アプローチの探求』という教師研修で、

語学授業で多言語的アプローチを探求する実践的な方法を、分かりやすい日本語の例を挙げながらお話しいただきました。 

大会に先立って行われた、「グローバルにつながるオンライン日本語教育シリーズ第9弾」と合わせて開催されたプレ大会 

では、講師にカールトン大学の林寿子先生をお招きし、カナダ日本語教育振興会(CAJLE)とヨーロッパ日本語教師会(AJE)が

日本語教育グローバルネットワークにおいて共同で行ったプロジェクト「セカイの日本語〜みんなの声〜」を基に、多様な日本

語使用者と日本語教育の可能性についてお話しいただき、参加者はグループでの話し合いを通して日本語教師としての視

野を広げることができました。 

 

 

CAJLE202２年次大会集合写真 

 

このように、今回の年次大会では複言語環境で育ち、生活する人々が増えている現状において言語教育・日本語教育は

どのような役割を果たしているのか、そしてその現状にどのように対応できるのかを考え話し合うことができました。講演・研

修の録画やスライドは 2023 年 8 月 12 日まで会員限定ページにおいて公開されています。 
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また、本大会では 24 本の口頭発表と 14 本のポスター発表がありました。研究の成果の発表だけでなく、実践報告や

課題の提示などもあり、質疑応答の時間を利用し、意見交換を活発に行うことができました。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おりますので、ぜひご覧ください。 

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、開会式でご挨拶いただきました山野内勘二在カナ

ダ日本国大使、清水裕子国際交流基金トロント日本文化センター所長に心より御礼申し上げます。そして、大会にご参加く

ださった皆さま、充実した 2 日間をありがとうございました。 

 
 

 

― CAJLE2023 年 次大会のご案内― 

大会実行委員長 相津頼子・犬塚久美子・畠山衛 
 
 

 

テーマ: 「これからの日本語教育：多様化する社会とともに」

日程:  2023 年 8 月 17 日（木）・18 日（金） 

開催地: ケベック州モントリオール市 

基調講演・教師研修 I： ドーア根理子先生（ラマポ大学 Assistant Professor） 

教師研修 II: 吉川景子先生（国際交流基金・アルバータ教育省） 教師研修III：TBA 

2022 年は本来 2020 年に開催予定だったオタワでの年次大会が、コロナの影響による紆余曲折を経てオンラインで開

催されました。2023 年は、2019 年ビクトリア大会以来四年ぶりに対面での開催となります。コロナ禍を乗り越え、日本語

教育の原点に立ち返り、これまでの実践を批判的に振り返り、カナダにおける日本語教育の目指すべきところを見つめ直

す機会として、また組織・地域を越えて日本語教育界の横のつながりを広げ、教育実践の見聞を広め刺激を受けあう場と

して新たな一歩を踏み出す年次大会の開催を目指していきたいと願っております。 

米国ラマポ大学で文化人類学を教えていらっしゃるドーア根理子先生をお迎えし、「日本語教育における「日本」「日本

語」「日本人」概念の再考」というテーマで基調講演と教師研修をしていただく予定です。また、国際交流基金専門家の吉

川景子先生による実践的な視点からの教師研修も企画しております。 

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。 
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CAJLE 2023 ANNUAL CONFERENCE 

Yoriko Aizu, Kumiko Inutsuka, Mamoru Hatakeyama Co-Chairs, Organizing Committee 

 
Theme: Japanese language education into the future: Unlearning teaching practices in the increasingly diverse 

society 

Date: August 17 (Thu.) and 18 (Fri.), 2023 

Venue: Montreal, Quebec 

Keynote Lecture & Teacher Workshop I: Dr. Neriko Doerr (Assistant Professor, Ramapo College) 

Teacher Workshop II: Ms. Keiko Yoshikawa (Japan Foundation, Alberta Ministry of Education) 

Teacher Workshop III: TBA 

 
We are happy to announce that the CAJLE 2023 annual conference will be held in Montreal, Quebec in 

person for the first time in four years since the annual conference in Victoria, British Columbia in 2019. This will be 

an opportunity to “unlearn” and critically examine our teaching practices in order to reflect and look for the future 

directions in our field. The conference will also provide a venue for face-to-face networking in person with our 

colleagues from around Canada and beyond across various institutions and target populations. 

We will invite Dr. Neriko Doerr, Assistant Professor at Ramapo College, a cultural anthropologist whose 

specializations include issues of standardization, translation, and power relations in language education among 

others. Dr. Doerr will give a lecture on the theme of reevaluation of the notions of Japan, Japanese language, and 

Japanese people. Ms. Keiko Yoshikawa will provide a teacher training workshop. 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
CAJLE TWITTER フォローお願いします！ 

＠CAJLE＿ACELJ 

日本語教育関係の情報について発信しています。 
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― 活動報告 ― 

CAJLE より「継続」シリーズ、継承語オンラインネットワーク、GN プロジェクトの活動を報告いたします。（編集部） 

 

日本語教師情報交換会 第 36 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、2022 年 7 月 16 日（土）、「語学学習に対する

学習者の認識」というテーマで富田恭代先生（OISE，オンタリオ教育学研究所）にお話をうかがいました。学習者自身がオ

ンラインでの学びをどう捉えているかを調べるために学習者自身の声を集め分析した結果についてお話しくださいました。 

以下は参加者の方々から寄せられた感想です。原稿の執筆をご快諾くださったみなさま、ありがとうございました。 
 

▪  「オンライン語学学習に対する学習者の認識」というタイトルのワークショップ。学習対象は大学生かなとも思いつ  

つ、私が携わってきた高校生の日本語クレジットコースは２年以上オンライン、そして今年の９月からもオンラインと決

定。オンラインクラスを生徒はどう思っているのか、私なりに興味があった。CAJLE の行事もたまに参加するだけの幽

霊会員に近い私に感想をと申し出があってちょっとびっくりしたものの、今回もいつものように真面目にワークショップ

に参加することにした。 富田先生のお話はおもしろかった。まず、アンケートをするということはとても複雑な作業な 

んだとわかった。アンケートの質問が適切かどうかもいろいろな方法で確かめて、不適切と思われるものをはずして数字

を出す。その数字の結果からこれからの授業について「教師としてできることは」など、とても参考になった。オンラ インク

ラスについては肯定的な結果が出て少し安心した。たぶん対象者（年齢やレベル）、時期によっても結果は違うとは思う

が、先生の発表を参考にしながら、これからもオンライン授業の可能性について学習していきたいと思う。 

興味あるワークショップを提供してくれた CAJLE の皆様、ありがとうございました。 （ON 州 フェルドキャンプ泰子） 
 

▪ 今回、継続 36 に参加させていただき、富田恭代先生のご発表を大変興味深く聞かせていただいた。富田先生の温かい

お人柄と教育への情熱が感じられるとても分かりやすいお話だった。パンデミック以来、授業がオンラインに移行し、私自

身もオンライン授業を重ねてきた中で、学習者の意識の変化は感じていた。今回、そんな中で疑問に思っていたことや、

なんとなく気がついていたことを、研究の観点から確認と再認識ができ、次につながるアイディアをいただけた気がする。

富田先生の研究で最重要事項だと確認された Teacher presence について、今回教えていただいたことを取り入れ、学

生の満足度の向上と学習効果の向上を常に意識して、オンラインに限らず、これからも授業に工夫を凝らしていきたいと

思った。また、毎回このような Zoom の会ではブレイクアウトルームで他の参加者の方とお話できる機会を設けていただ

いているが、そのお陰で新しい繋がりができたり、参加者の方々とざっくばらんにお話がで  き、とてもありがたい。ありが

とうございました。  （BC 州  高崎麻由） 

▪  今回は富田恭代先生が「オンライン語学学習に対する学習者の認識」に関する共同研究の成果を発表されるとのこと

で、興味深く思い、参加させていただいた。言語学のバックグラウンドのない参加者にも理解しやすい表現で、関連した先

行研究についての解説から、今回の共同研究の動機、課題、研究方法、結果、考察、そして将来の展望まで簡潔であり

ながら各項目の主旨を網羅された聞きがいのある発表だった。この中で生徒の満足度が「やる気」 (motivation)に続いて

「教員の存在」(teacher presence)に統計的有意性のある相関関係があるという結果が出たと報告されていた。標本には

非同期の講義（但し同期のチュートリアル）というクラスの生徒も多数含まれていたので、「自主性」(autonomy)でなく「教

員の存在」により相関性があったのには少し驚いた。この研究を土台として、今後、因果関係、あるいは隠れた要因につ

いても模索されるような研究が進んでいけば、更に教員の立場から満足度を上げるた 

https://www.youtube.com/watch?v=KuNLx0i6H8U&feature=youtu.be
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めの方向性がより明確に見えてくるのではないかと思う。研究者の方々の今後の成果に更に期待を託している。 

（ON 州 諸橋雅美） 
 

▪  この発表を聞いて思ったことは、まず何より「衝撃的」であったことだ。そもそもこの発表を聞こうと思ったのは、その研

究の成果を知りたかったためである。もちろん研究成果はとても勉強になったのだが、それ以上に研究者としての姿を

学ぶことができたのは貴重な体験であったと思う。事前の期待を胸にメモを片手に聞き始めてから最後までペンを走ら

せ続けるしかなかった。気が抜けない以上に、何一つ損なうことができない内容であった。質問に対する態度  も、研究

内容の濃さゆえに非常に説得力があり、発表の構成とその内容、研究の方法、そして研究結果、その全てが学びにつ

ながっていた。はっきりしたお手本を見つけることができたことが何よりの成果だったと思っている。ありがとうございま

す。（BC 州  萩原あみ） 

 

 

 

（上掲スクリーンショット： CAJLE ） 
 

 
 

継承語オンラインネットワーク 

張硯君 

 
CAJLE の継承語オンラインネットワークは国際交流基金トロント日本文化センターと共催で、継承語教育機関・グルー

プをつなぐネットワークを作り、情報・ノウハウの共有、相談ができる場として、2019 年より、「継承語オンラインネットワー

ク」を開始しております。現在年に 2 回オンラインでのワークショップを行っております。 

第 7 回となるワークショップを 6 月 15 日に開催いたしました。前半では、ウィルクス玲子先生よりハリファックス補習授業

校について、学校の成り立ちから多彩多様な学習活動まで紹介していただきました。後半は、参加者による小グループでの

ディスカッションを行いました。継承語の教師がそれぞれ現場で実践している有効な動機づけの方法、また家庭でできる日本

語学習の継続方法などについて、有意義な情報交換が行われました。 
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次回第 8 回は 12 月 10 日土曜日に継承語としての日本語の学習者を３名招いて、自分の日本語学習の経験と今の実

生活における日本語の継続性について対談をしていただく予定です。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 
 

― 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〜わたしの声〜」活動報告 

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） 
 

 
 

 

 
本プロジェクトでは、多様な日本語使用者の「声」を集め、日本語にまつわる様々な考え方や経験を通して、言語と話者の

多様性について理解を促進することを目的としています。 

 
【ワークショップ開催】 

2022 年 8 月 3 日、カナダ日本語教育振興会（CAJLE)と、「グローバルにつながるオンライン日本語教育シリーズ第 9 

弾」の合同イベントとして、ワークショップを行いました。このワークショップは「セカイの日本語〜みんなの声〜日本語使用

者の多様な言語、文化、社会的経験から教員・保護者が学べる事」をタイトルとし、参加者は世界各国から約 100 名、小 

グループに分かれた議論も含め活気ある 2 時間となりました。 

始めに、参加者の皆さんにそれぞれどのように日本語と繋がっているのか、簡単な自己紹介と日本語教育・または家庭で

の日本語での関わり方を共有していただき、バイリンガリズム、プルリリンガリズム、トランスランゲージング等、様々な多言語

活動の理論を紹介しました。その後、そのような理論がどのように家庭や教室内で使われているのか、自身が日本語を使う

ことに対してどのように感じているのか、また疑問点など話し合ってもらいました。それから、プロジェクトに参加してくれた多

様な日本語使用者の声を紹介しながら、参加者自身の視点で、グループでの話し合いを通して、それぞれの経験、感想等、

共有し振り返る機会を設けました。 

また、実践的には、わたしたちプロジェクトメンバーがどのように日本語使用者の声を受け止めたのか、また大学での

授業でどのように、「セカイの日本語〜みんなの声〜」を使いながら、日本語の多様性の気づきを促す実践をしているの 

第8回継承語オンラインネットワーク 

日時：2022 年 12 月 10 日土曜日 午後8時～9時（東部時間） 
お申し込み方法とZoom リンクは後日お知らせいたします 

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。 
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かも共有しました。さらに、子育て、地域での未就学・就学時の日本語教育活動がオタワでどのように行われているのか、ス

ペシャルニーズに対する海外での日本語での育児の話を交えながら、多様な年齢・背景の日本語使用者との関わりをこの

ワークショップで共有でき、参加者の皆さんもなんらかの気づきがあったのではと感じました。 

参加者の皆さんのアンケートからは、複言語の習得の良さをもっと発信したい、「多様性」がもっと理解されるような日本

語教育を、教育現場そして家庭で実践していくにあたってこのような話し合いの場を増やしたいという意見も多くみられま 

した。 

プロジェクトの多様な日本語使用者の声を通して、教師として、保護者として学べることを、世界各国からの参加者の皆

さんと一緒に、グループ内で議論し理解を深められました。また、もっと多様な日本語使用者の経験を知りたい、自分達の

身の回りにいる人をより理解し、日本語教育、日本語での子育てをできたらいいと思えるようなワークショップだったと思い

ます。 

 

 

 
 

ワークショップの動画は 2023 年 8 月まで CAJLE ウェブサイトの会員エリアにて公開されています。プロジェクトの概要や

ワークショップ等の詳細はプロジェクトウェブサイトにも掲載してあります。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。 

 

 

 

連載「セカイの日本語〜わたしの声〜」（全5回） 

第３回 「セカイの日本語〜みんなの声〜」を経て今感じること 

川口 真代（トロント大学） 

 

 私はこれまで日本語を話す大学院生として、カナダの大学の日本語コースで学ぶ人々と関わってきた。私にとって日本

語教育は、自分の持っている言語を生かして誰かをサポートできるという充実感や、様々な目標や個性を持った学生と話

すことのできる楽しさを感じられるものだ。ただ、ある時、自分が「（日本人なら）どう話すのか？」とよく訊ねられることに気

づいた。質問者の意図は、単に文法的に正しいことが知りたいということもあったと思うが、何より私が日本人であるから

知っているはずだと、はっきりと期待を示す人もいた。しかし、正直なところ、私はどの程度、彼らの思う「日本人」なのか。

私が「自然だ」と感じるコミュニケーションや表現であっても、他の人は違うと判断するかもしれない。だが、こうした質問を

する人は、そんな私の考えよりも「正しい日本語」であるかを知って、白黒を付けたがっているように見えた。その意欲に

答えたいと思う一方で、私自身がこの会話によって、改めて相手に「日本人」と印象付けられることに内心、戸惑うこともあ

った。 

 そんな時に「セカイの日本語〜みんなの声〜」プロジェクトで、学習者を含めた様々な日本語使用者に日本語に関わる経

https://sekainonihongo.com/
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験や、その経験から感じたことを聞く機会に恵まれた。語り手の話は一つの事柄や場所に留まらず、言語がいかに流動

的に私たちの生活の中で存在しているかが表れていた。また「日本人＝日本語」のイコールサインも、多くの人の経験や

意見に影響を与えていることが見えた。 

 プロジェクトでは、これらの語りをデータではなく、リソースとして提示している。この豊かな素材から「声」を聞き取ること

自体が、活動としてもっと必要なことではないかという想いがあるからだ。この「声」は聞き手によって、微細に違ったもの

になるだろうし、変化することもあるだろう。私自身、繰り返し聞く中で気づいたり、思い直したりすることもあった。それは

彼らの語りから、それまであまり気にしていなかった言語に対する見方や、それに基づいた言動・行動に気づかされること

があったからだと思う。先述の経験についても、私が自分から「日本人」という枠から踏み出して、日本語も学習者の持っ

ている他の言語と同じように多様だと、お互いが認められるコミュニケーション作りができないかと今は感じている。そし

て、その時は一つの方法として、このリソースを共有することが役立てばと願っている。 

 

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） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

― 特集記事：新シリーズのご案内 ― 

プロフェッショナル～日本語のお仕事の流儀～ 
 

先号までご好評をいただいていたカナダ各地の学校を紹介するシリーズに引き続き、今号よりカナダの各地で日本語教

育に携わっていらっしゃる学校関係者や教員の方々をご紹介する新シリーズを開始いたします。オンラインの研修会・ワーク

ショップが増え、カナダ・世界のどこにいても参加できるチャンスが増えましたが、対面の会とは違いなかなか皆さんとお互い

にお話する機会がありません。ニュースレターのこの欄で、「よくお名前を Zoom でお見掛けするあの方」「研修会でお話を伺

ったあの先生」がどのような方なのかを会員の皆様にこの場でご紹介させていただければと思い、編集部がインタビューをさ

せていただく新企画です。第一回を記念する今回はカナダの東の端から吉澤先生、西の端から木村先生 

（CAJLE 会長です）をご紹介いたします。（編集部） 

 
CAJLE TWITTER フォローお願いします！ 

＠CAJLE＿ACELJ 

日本語教育関係の情報について発信しています。 

https://padlet.com/kazuhiro_yonemoto/sekainonihongo


©CAJLE 2022 カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 

10 

 

 

マウントアリソン大学 吉澤明子先生 

https://mta.ca/ 

 
Q：お住いの所や勤務校についてご紹介をお願いします 

カナダ東部の海沿いにあるニューブランズウィック州のモンクト

ンという地方都市に住んでいます。プリンスエドワード島の近くと

いうとわかりやすいでしょうか。2019 年よりマウントアリソン大学

に勤務していますが、大学は自宅から車で 40 分ほどのサックビ

ルという町にあります。通勤時間に広々とした景色を見ながらラ

ジオや音楽を楽しめることがいい気分転換になっています。小

規模な大学で日本語プログラムも初級 40 人前後、 

中級 15 人前後と小さいですが、大学全体的に教師と学生と

の距離が近く各学科のプログラムが大変充実していることで

知られています。 

Q：日本語教師になったきっかけは何ですか 

大学卒業時にタイに旅行に行ったのですが、象の背中に乗せ 

てくれた人と言葉での意志の疎通が全くできませんでした。その人が象の毛をくれたときに「ありがとう」の言い方さえわから

ず、自分の気持ちを伝えられないもどかしさを感じたと同時に言葉の力を実感しました。大学では幼児・児童教育を専攻しま

したがもともと国語の勉強も好きだったので日本語教育に関心が向き、独学で勉強を始めました。経験のためにタイ王室の

遠隔地教育プロジェクトに高校の日本語教員として参加したことでこの道に進むことを決心し、大学院で日本語教育を研究し

ました。 

Q：今取り組んでいらっしゃるプロジェクトについて教えてください 

2014 年にモンクトン日本語センターを立ち上げてその代表をしています。生徒数は 12 人と小規模ですが、継承語教育にも

力をいれたいと思っています。また勤務校の大学では関西学院大学との COIL（Collaborative Online International Learning）

プロジェクトが進行中です。こちらの初中級の学生と相手校の英語上級の学習者対象のオンライン交流セッションで、相手校

から日本の「もったいない」などの独特の概念や言い回しの例を紹介してもらえる機会にこちらの学生は大変喜んでいるよう

です。日本の大学生が話す日本語を初中級の日本語学習者にどう役立たせるか課題もありますが、パンデミックの間にオン

ライン活動へのハードルが下がったこともあってこれからの展開が楽しみです。 

Q：休みの日には何をしていらっしゃいますか 

まだ下の子供が 7 歳なので、公園巡りをしています。幸いこちらは大きな公園が多いのでトレイルを散歩をしたり子供が

遊ぶのを見ながら本を読んだりするのも好きですが、なかなか自由な時間がとれないのでむしろ仕事の時間が自分の時

間という感じです。少し時間ができればあずきをぐつぐつ煮るのが好きなので和菓子を作ったりしています。最近はアジア

からの移民も増えてアジアの食材も手に入りやすくなりました。 

Q：日本語教員でなければ何をしていらっしゃると思いますか 

難しい質問ですが、今ではなくて生まれ変わったとしたら NY に行ったときに観て感動したミュージカル俳優でしょうか。や

はり言葉が好きなので、言葉に関わる仕事をしていたいと思います。 

https://mta.ca/
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ビクトリア大学 木村美香先生 

https://www.uvic.ca/ 
 
 

Q: カナダで日本語教師になったきっかけは何ですか 

日本で教材を売っている会社で働いていて、そこが始め

た英語学校の教師の方を見ているうちに言語を教えるこ

とに興味を持ちました。アルクの日本語教師養成通信講

座で学んでから、結婚を機にカナダに来て、継承語学校

で日本語を教えるお仕事があり、縁あって雇っていただ

けることなりました。それが私の日本語教師としてのスタ

ートです。それからは大学で TA、講師を経験してから現

職の Associate Teaching Professor の仕事に至ります。 

Q: 今、何か取り組んでいるプロジェクトがあったら教え

てください 

お茶の水女子大学で教えている卒業生に誘われて、こ 

の秋からうちの大学と COIL (Collaborative Online International Learning)を行う計画です。あちらはグローバル化と労働、地

域開発論というクラスの学生なので、福祉、経済開発、多様性、ジェンダー、労働、技術と経済のテーマから一つ選んでお互

いの国の状況を共有させます。英語のクラスではないので、使用言語は日本語でも英語でもどちらでもいいことにしていま

す。グループで話し合って、最後には全体で発表ができるところまで持っていくつもりです。日本語の習得というよりは異文化

交流に重きを置いたクラスなので、学生の日本語のレベルには多少幅があって、だいたい初中級から中級に差し掛かるレベ

ルの学生がこのクラスを取る予定です。 

Q: ビクトリアまたはビクトリア大学で好きなところがあれば教えてください 

ビクトリアという町は大きくもなく小さくもなくちょうどいいところです。人もとてものんびりしています。ある時、高校生が２０ド

ルを入れた財布をなくしてしまったんですが、その財布の中身が４０ドルになって戻ってきたという話が新聞に載っていた 

こともあるくらいです。また、私は日本では海のそばで育ったので、やはりここには海があることが自分にとっては大きいで

す。それから緑が多いのもいいですね。大学には小川が流れているエリアがあって、ちょっと散歩したりすることもできま 

す。 

Q: お休みの日には何をしていらっしゃいますか 

ほぼテニスです。始めてもう１０年になります。試合に出ると色々な人とプレイできるので、もっとうまくなりたいと思って続けて

います。ボールを追いかけている間は、授業や採点、日々の雑多なことを忘れられるので、それがいいストレス解消になって

います。仕事でイライラしている時もボールを力一杯打ち返すとスッキリします。そんなに強く打つ必要はないとよくコーチに

叱られますが、私はこのために来てるんですと言い返したりして（笑）。本当にテニスは私にとっていい気分転換になっていま

す。 

Q: 日本語教員でなければ何をしていらっしゃると思いますか 

教室の中で学生と過ごす時間が好きなので、なかなか他の仕事が考えつかないのですが、日本語教員でなければ大学

近くのカフェで学生相手にコーヒーを作っておしゃべりしているかもしれません（笑）。 

https://www.uvic.ca/
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申します。 
 

や日本理解教育への支援、ならびに人事・経理などの管理業務に多く携わ 

駐在しておりました。微力ではございますが、今後、カナダの日本語教育の

ります。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

国際交流基金コーナー 

JFT 新所長着任 
山本訓子（国際交流基金トロント日本文化センター 所長） 

みなさま、はじめまして。2022 年 9 月に、清水優子の後任として国際交流基金トロント日本文化センター所長に着任い

たしました山本訓子（やまもと のりこ）と申します。 

私は、これまで北米の日本研究機関や日本理解教育への支援、ならびに人事・経理などの管理業務に多く携わり、 

2011 年から 4 年間ニューヨーク事務所に駐在しておりました。微力ではございますが、今後、カナダの日本語教育の一層

の発展に寄与できますよう、努めてまいります。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
 

JFT「まるごと」日本語講座授業見学 

JFT 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/ 

 
 

JFT バーチャル学習スペース 

授業以外の時間に日本語を練習する場所を探していますか？カナダ全土の

学習者仲間と日本語で交流したいですか？JFT バーチャル学習スペースは、カ

ナダのすべての日本語学習者に開放されています。ここでは、スピーキングの

練習をしたり、毎週の課題をこなしたり、ゲームをしたり、リラックスしたり、一緒

に勉強したり、一人で勉強したり、いろいろなことができます。ご興味のある方は

以下からお申し込みください。 

 

【日本語学習サイト「いろどり日本語オンラインコース」：入門（A1）コース（日本

語・英語解説版）開講！】 

日本の生活場面で必要となる日本語を、動画、豊富なイラストや音声などを使っ

て学ぶことができます。日本の生活や日本文化について、360 度写真で見て体感

できるコンテンツもあります。もっと練習したい、自信がないと思ったところをトレー

ニングできる練習コンテンツも充実しています。スマートフォン、パソコン、タブレット

で受講できるので、隙間時間を利用した学習にもおすすめです！ 

＊ユーザー登録、コース受講は無料です！登録は以下からお申し込みくださ

い。https://www.irodori-online.jpf.go.jp/ 
 

  
JFT デジタルライブラリー 

JFT 図書館では OverDrive 電子書籍の貸出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://www.irodori-online.jpf.go.jp/
https://jftor.overdrive.com/
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― CAJLE よりお知らせ ― 

 
CAJLE 会員登録有効期限変更のお知らせと 

新ウェブサイト移行に伴う新規パスワード設定のお願い 

会計担当：畠山衛 

CAJLE のウェブサイトが新しくなります。（ https://www.cajle.ca/ ）。これに伴い、2023 年 1 月 1 日より、CAJLE の会員

資格更新時の会員有効期限・会員登録更新方法が変更になりました。なお、古いウェブサイトでは、会員登録ができなく

なっており、2023 年 1 月 31 日に抹消されます。 

会員有効期限の変更 

これまで該当年の 12 月 31 日までとなっておりましたが、今後は次回更新時から、支払い手続き日（または現在の有効 

期限日）から起算して 1 年（または 3 年）となりました。3 年会員の方で、現在有効期限が 2023 年または 2024 年 12 月 31

日までの方は、それぞれの有効期限までは変更ありません。変更になるのは、次回更新時からとなります。会費（一般会

員$45／年、3 年会員$120／3 年、学生会員$30／年、組織会員＄120／年（4 人まで））については変更ありません。 

会員登録更新方法 

古いウェブサイトからはパスワードが引き継がれないため、会員専用エリアへのアクセス及び会員登録の更新のために

は、まずパスワードを設定する必要があります。ログインページに行き「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、パスワー

ドを設定してください。パスワード設定後は、登録状況をご確認の上、現在の会員種別で更新する場合は「Renew your 

membership」を会員種別の変更をご希望の方は「Upgrade or change your membership」をクリックして、更新手続きを行って

ください。 

会員登録に関し、何かご不明の点は、cajle.kaikei@gmail.com までお問い合わせください。 

 

Please set your password on the new CAJLE website to renew your membership! 

Treasurer：Mamoru Hatakeyama 

CAJLE website will be renewed and moved to （ https://www.cajle.ca/ ）. With this renewal, membership period 

and renewal process has been changed. The old website is no longer accepting renewal and will be deleted on 

January 31st, 2023. 

Membership period change 

Previously all memberships expired on December 31st of whichever year was paid for. The next time you renew 

your membership, it will expire 1 or 3 years from the date of your payment. If your current membership expires on 

December 31, 2023 or 2024, you will not be affected until after that period. Membership fees remain the same 

(Regular $45/year; 3-year $120/3 years; Student $30/year; Institutional members $120/4 members/year). 

How to update your password on the new site 

Your username and email address have been transferred to the new site. However, your password will not be 

transferred from the old site. Therefore, you need to set your password on the new site in order to access 

member restricted area and renew your membership. First, go to log-in page and click ”パスワードをお忘れです

か？” and follow the directions to set your password. Confirm your registration on membership page and click 

“Renew your membership” if you renew in your current category. If you would like to change your membership 

category, click “Upgrade or change your membership” to process. If you have any questions, please contact at 

cajle.kaikei@gmail.com. 

http://www.cajle.ca/
mailto:cajle.kaikei@gmail.com
http://www.cajle.ca/
mailto:cajle.kaikei@gmail.com
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年次総会議事録・会計報告 

書記 

 
2022 年度の CAJLE 年次大会は８月１１・１２日にカールトン大学をホストにオンラインで開催されました。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」からアクセスしてください。 

 

 

ジャーナル CAJLE23 号 

ジャーナル編集部 

 
ジャーナル CAJLE 23 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. 23 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。2023 年 1 月 10 日までにご投稿い

ただいた論文は同年夏の（2023 年）の掲載号（Volume 24）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, 2023, will be guaranteed to be reviewed and considered for publication in the same year’s volume 

(published in the summer of 2023). Our next volume (Volume 24) will be published in the summer of 2023. 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.ca/journal-cajle-volume-23-2022/
https://www.cajle.ca/journal-cajle-volume-23-2022/
https://www.cajle.ca/wp-content/uploads/2022/10/8b1f1ea14443b615f402329a672b5950.pdf
https://www.cajle.ca/wp-content/uploads/2022/10/8b1f1ea14443b615f402329a672b5950.pdf
http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
mailto:cajle.PR@gmail.com
http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
mailto:cajle.PR@gmail.com
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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. 

 

 

 

 

― CAJLE2022 年度上半期活動報告 ― 

書記 ベイリー氏江智子・張硯君 

 
理事会担当報告及び承認事項 

2022 年 

6 月 8 日 
 
広報部よりニュースレター64 号発行 

6 月 8 日 第 1 回オンライン理事会開催 

6 月 10 日 2022 年度理事改選告知 

6 月 15 日 第 7 回継承語オンラインネットワーク開催 

7 月 24 日 第 2 回臨時オンライン理事会開催 

8 月 8 日 第 3 回オンライン理事会開催 

8 月 8 日 青木氏が今後非理事として ICJLE 実行委員を継続していくことが承認された。 

8 月 11・12 日 CAJLE2022 年度年次大会開催 

● 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 Japanese Language Education for the Future: Language and Mobility in a 

Changing Global Society 

● 会場：オンライン（オンタリオ州オタワ市カールトン大学） 

● オンライン開催後援：The Japan Foundation, Toronto; School of Linguistics and 

Language Studies, Carleton University; Blue Tree Management Ltd.; Embassy of 

Japan in Canada; Canadian Association of Second Language Teachers; Prince 

Takamado Japan Centre for Teaching and Research 

● 【基調講演】川上郁雄先生（早稲田大学）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  【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）学習者の多様性を活かした授業デザイン  【教師研修 II】ジェレ

ミー・セラ先生（カナダ第二言語教師会、オタワ大学）言語および文化的に多様な学生

をサポートする言語学習教育への多言語的アプローチの探求  【教師研修 

III】川上郁雄先生（早稲田大学）子どもたちの「移動・ことば・アイデンティティ」を考え

る 

● CAJLE の GN プロジェクトは年次大会のプレ大会企画をもって終了。 

8 月 11 日 オンライン年次総会開催 

● 2022-2024 年度の継続理事 13 名が承認された。 

● 石川比奈子氏、金梨花氏の 2 名が新理事として承認された。 

● 2021 年度決算が承認された。 

● 2022 年度公認会計士は Chaplin & Co.会計事務所と承認された。 

8 月 14 日 ジャーナル 23 号公開 

8 月 16 日 第 4 回臨時オンライン理事会開催 

● ウェブサイトの再構築が承認された。 

● 理事三役が承認された。 
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9 月 14 日 第 5 回臨時オンライン理事会開催 

● 2023 年度年次大会が対面にて開催されることが決定。 

● 次々号の 66 号より NL のリニューアルが決定。 

9 月 14 日 CAJLE2022 年次大会資料を会員ログインページにて公開。 

10 月 8 日 CLD(Culturally and Linguistically Diverse youth) Festival 実行委員との会議に会長の木村 

氏、理事のベイリー氏が参加し、来年度の北米向けのイベントを企画。 

10 月 12 日 第 6 回オンライン理事会開催 

 

 

 

 

編集後記 

◆ 弊会ウェブサイトもリニューアルされることになり、広報部でも活動を見なおして新しいことにチャレンジしてみようと思ってお

ります。まず今号より、新編集チームでお送りする新コーナー「プロフェッショナル～日本語のお仕事の流儀～」を始 めまし

た。ＮＨＫのあの番組のあのテーマソングをぜひ頭の中で流していただいてからお読みください。これからこのコーナーのため

に会員の皆様にインタビューをさせていただければと思います。その際はぜひご協力をよろしくお願いいたします。本年も大

変お世話になりました。みなさまどうぞご健康で、よいお年をお迎えください。  広報：  あおき・きむ・ベイリー 

 

 

 

 
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 

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


©CAJLE 2022 カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 

17 

 

 

会員規定 - Membership 

カナダ日本語教育振興会は、カナダにおける日本語教育

の発展と向上を目指す非営利組織です。日本語教育に関心

のある方ならどなたでも会員として登録することができます。 

 
会員特典 

CAJLE 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: 

 

 

・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 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.ca 

http://www.jp.cajle.info/
mailto:cajle.kaikei@gmail.com
http://www.cajle.info/
mailto:cajle.kaikei@gmail.ca

