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CAJLE 会員の皆さま、いかがお過ごしでしょうか。この春は、日本もカ

ナダも大きな災害に見舞われました。熊本の地震では一か月以上も余

震が続いていると聞きます。一方、カナダアルバータ州の山火事は、未

だ鎮火からはほど遠く、人知を超える自然の脅威を前に語る言葉があり

ません。被災された皆さまに、一日も早く平穏な日々が訪れることを切

に願っております。どうか皆さま、体調を崩されることのありませんよう

に。 

＊＊＊ 

昨年 12 月ニュースレターで皆さまにお伝えした CAJLE の新しいウェ

ブサイトがスタートして、数か月が経ちました。以前よりも明るいトーンで

情報の配置も工夫をし、会員の皆さまにとってより使い勝手がよいよう

なページ作りを目指しました。今後は会員の皆さまに役立つようなコンテ

ンツの充実に向けて、さらに努力してまいります。 

この 3 月、CAJLEは初めて全カナダ日本語弁論大会の運営に携わり

ました。これまでも CAJLE の理事や会員の方々の中には、地域の弁論

大会実施にご尽力されてきた方が少なくないと思うのですが、各地域で

日ごろの努力を積み上げてきた学習者の最後の晴れ舞台に、CAJLEが

このような形で貢献できることを、現場の一教師として大変うれしく思い

ます。今後の事業運営には課題もありますが、全国弁論大会組織委員

会と協力して、大会を継続させていきたいと思っております。去る３月の

大会についての詳細は、本誌 6ページの報告文をご覧ください。 

さて、8 月の年次大会まで２か月半となりました。今回はカナダでも屈指

の絶景を臨むナイアガラ・フォールズでの開催となります。夏は真っ赤な

カンナと色とりどりの小さな花が咲き、芝の緑と空の青、轟音を

立てて流れる水の白さを前に、日々の雑事をしばし忘れて、知的 
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でゆったりとした時間を過ごしていただければと思っています。今回は、アメリカカリフォルニア州から當作靖彦先生、

カナダ東端の島ニューファンランド州から Jim Murphy先生、そしてカナダアルバータ州から齊藤真美先生をお迎えして

の二日間となります。ぜひ、夏を締め括る最後の予定に、本大会への参加をご検討ください。 

 最後になりましたが、今年は二年に一度の理事改選の年です。6 月中旬には理事改選の公示を行い、皆さまから広

く新理事への立候補、および推薦を受け付けます。結果は、年次大会一日目に開催予定の総会にて発表し、会員の

皆さまの承認を経たのち決定となります。CAJLE の活動に積極的に関わってみたい、また、日本語教育のための地域

活動に取り組みたいと思われている方、ぜひお考えください。 

 それでは、8月、ナイアガラ・フォールズにてお目にかかります。 

 

 

 

CAJLE 2016 年次大会のご案内 

大会実行委員長 下條光明 

 

NL51 号でもご案内した通り、今夏 8 月の年次大会は世界有数の観光地オンタリオ州ナイアガラフォールズに

て開催いたします。「グローバル時代の日本語教育―つながる教育とは」を大会テーマに Crowne Plaza 

Fallsview Hotel にて 2016年 8月 17日（水）・18日（木）の 2日間に渡って行う予定です。 

 

基調講演と教師研修Ⅰにはカリフォルニア大学サン

ディエゴ校の當作靖彦先生をお迎えして「グローバ

ル時代の日本語教育―つながる教育、社会、人、モ

ノ、情報」、「言語教育におけるパフォーマンス・

オーセンティック評価：その効果的なデザインと実

施方法」と題した講演と教師研修を行っていただき、

21 世紀社会における日本語教育の新たな方向性や

意義などを探り、我々日本語教育関係者の日常の実

践を再考する場としたいと考えています。また、テ

クノロジー主導の情報化社会に対応した外国語指導

や学習活動の実践方法を考察し、テクノロジーを

「つながる教育」にどのように応用できるかも検討

すべく、CASLT（カナダ第二言語教師会）会長のジム・マーフィー先生、国際交流基金派遣日本語専門家・ア

ルバータ州教育省日本語教育アドバイザーの齊藤真美先生をお招きしての教師研修も二つ予定しております。 

 

皆様にお越しいただく８月はナイアガラも観光シーズン真っ盛り、ナイアガラ瀑布の迫力や雄大さもさる事

ながら街も活気に満ち溢れた季節です。大会会場となる Crowne Plaza Fallsview Hotel は滝を一望できる老

舗ホテルでもあり、様々なナイアガラの観光スポットにもアクセス抜群です。詳細は大会ウェブサイトをご

覧ください。大会参加登録、ホテル予約、トロント空港からのシャトルバス及びナイアガラ観光ツアー申込

などの情報も盛り沢山です。参加登録の早期割引及びホテル特別料金の受付は 6 月 30 日までとなっておりま

す。会員のための大会参加割引コード(promotional code)は、会員限定エリアに記載してあります。どうぞお

早めにお申し込みください。 

カナダとアメリカの国境が接する「つながる」地のナイアガラにて、北米のみならず世界各地の皆さまのお

越しを心待ちにしております。 

http://www.cajle.info/programs/cajle2016/
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INVITATION TO CAJLE 2016 ANNUAL CONFERENCE 

MITSUAKI SHIMOJO, ORGANIZING COMMITTEE FOR THE CAJLE 2016 

 

As announced in the previous issue, CAJLE 2016 Annual Conference will be held on August 17-18 in Niagara 

Falls, Ontario, under the theme of “Japanese Language Education in the Global Age: Connecting with Each Other”. 

This will be the first time the CAJLE annual conference will be held in Niagara, a world-famous tourist spot, and 

also a place rich in the symbolism of connections across borders.  

 
Keynote Lecture “Japanese Language Education in the 

Global Age: Connection in Education, Society, People, 

Goods, and Information” and Teacher Workshop I 

“Performance and Authentic Assessment for Language 

Teaching: Effective Designs and Implemental Methods” by 

Professor Yasu-Hiko Tohsaku (University of California, San 

Diego) 

Teacher Workshop II “Teaching Languages Online: 

Asynchronous and Synchronous Learning” (conducted in 

English) by Mr. Jim Murphy, President, The Canadian 

Association of Second Language Teachers. 

Teacher Workshop III “Managing Online Learning Resources: Aiming Towards Effective Use in the Classroom” by 

Ms. Mami Saito, Japanese-Language Education Advisor, Alberta Education (sponsored by the Japan Foundation). 

 
In recent years, the concept of globalization has been established in Japanese language teaching. We adopted 

“global age” for the conference title of CAJLE 2016 with the hope to explore new directions and importance of the 

teaching of Japanese in the 21st century and re-visit our daily practice which we engage in as Japanese language 

professionals. The 21st century society requires networking not only among teachers but also across regions, 

cultures, and specializations, and we hope to explore the importance of connecting and cooperating with each other 

in this context. Furthermore, the teacher training workshops will explore effective design and implemental methods 

of performance and authentic assessment for foreign language teaching and discuss application of technology to 

teaching and learning to keep up with the information-oriented society and connect with each other. 

 
We are pleased to host the conference in August, when Niagara Falls is at the peak of the tourist season and 

the spectacular falls become even livelier. Crowne Plaza Fallsview Hotel, the conference venue, is a long-

established hotel in the heart of Niagara Falls with convenient access to popular tourist attractions in the area.  

 
Please check the conference website for updated information, such as registration, accommodation, reservation 

for shuttle bus service to and from Toronto Pearson Airport, Niagara sightseeing tour, etc. Promotional code for the 

CAJLE members’ conference registration can be found in the Members Area. The early bird discount for registration 

and the conference discount price for Crowne Plaza Fallsview Hotel are valid only until June 30. Please register 

early. 

 
We look forward to welcoming you from all over North America and the world in beautiful Niagara Falls. 

  

http://www.cajle.info/programs/cajle2016/
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特集記事 ポップカルチャーを教える  

日本語学習の動機はいろいろありますが、中でも漫画・アニメ・ゲームに代表されるポップカルチャーに触発されて

日本語を始めたという学習者が多いのではないでしょうか。ポップカルチャーを学術的に扱うコースが最近多くの

大学で開講されています。そのコース内容や日本語教育との相乗効果の可能性を、サスカチュワン大学、ブリティ

ッシュコロンビア大学で教えられているお二人の先生にそれぞれ伺いました。― 編集部 

 

 クラスナイいづみ（サスカチュワン大学） 

 

サスカチュワン大学言語・宗教学科では、2014年度から日本語および日本のポップカルチャーと映画(以下、

文化・映画)のクラスが開講されています。文化･映画のクラスは 2014 年 9月(１学期)と 2015 年 8月(夏期集中

講座)に開講され、学生数はそれぞれ 30名と 19 名でした。 

このクラスは週 1回 3 時間の授業で、映画鑑賞と学生によるプレゼンテーション、ディスカッションを行いま

す。「The Japanification of Children’s Popular Culture : From Godzilla to Miyazaki」(West, 2009)をテキストと

して使用し、主にその内容をもとにプレゼンテーションのテーマや鑑賞する映画を決めています。過去 2回のコ

ースで取り扱ったテーマは、ゴジラ、ゲーム、かわいいキャラクター、日本の妖怪、日本のアニメ人気の理由、

手塚治虫、サイボーグ、神話とおとぎ話、宗教と習慣、宮崎駿、黒澤明、日本の家族・サラリーマンの生活、職

業観などでした。成績はプレゼンテーション、レポート、試験、授業参加態度で評価します。 

この 2年間、日本語のクラスとしては入門日本語 1が 5 回、入門日本語 2が 3回、中級日本語 1 と 2がそれぞ

れ 1回ずつ開講され(2016年 5月現在)、452名の学生が登録しました。映画と文化のクラスを合わせると 501 名

で、そのうち日本語と文化・映画のクラスの両方を履修した学生は 22名でした。日本語と文化・映画のクラス

の両方を履修した学生には、i) 二つのクラスを同時に取っていた学生、ii) 文化・映画を最初に取り、その後

日本語を登録した学生、iii) 日本語のクラスを取ってから文化･映画のクラスを取った学生の 3パターンがあり

ました。日本語と文化・映画のクラスはあくまでも選択科目であるため、学生は専門科目を優先的に時間割に入

れ、日本関係のクラスは空いている時間に取っているので、履修の順番はたまたまタイミングがそうなっただけ

で、特にどちらかのクラスから影響を受けたということではないようです。 

日本語や文化・映画のクラスを履修する学生のほとんどは、アニメをはじめとする日本のポップカルチャーが

大好きな学生ばかりで、学生の多くが将来的にアニメを字幕なしで見られるようになりたいという希望を持って

います。しかし日本語を学ぶということはたやすいことではなく、単に好きというだけでは習得できません。選

択科目の割にはこなさなければならない課題が多く、途中で脱落してしまう学生も残念ながらいます。文化・映

画のクラスでは楽しそうに授業を受けていた学生が、日本語のクラスで苦しんでいる様子を見るのは、教える側

としても非常に辛いものです。 

文化・映画のクラスは、来年度 2016年 9月にも開講される予定ですが、私は次のクラスにちょっとした期待

感を抱いています。今年度(2015-2016)、初めて中級日本語 1,2(200 レベル)が開講され、最終的に 24名が中級 2

を修了しました。しかし次の 300レベルのコースは、来年度は開講されないため、日本語を学び続けたい学生の

何人かは、おそらく文化・映画のコースを履修するだろうと考えられます。彼らは全部とはいかないにしても、

授業で鑑賞する映画が多少理解できるようになっているでしょう。この学生たちを日本語学習未経験の学生が見

て、どう思うでしょうか。自分にとって身近な存在、つまり友達、あるいは自分と変わらない同じ大学の学生



 

5 

©CAJLE 2016  カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 

 
が、自分の理解できない映画を理解している。これは大きな刺激にはならないでしょうか。羨ましい、彼らのよ

うになりたいという思いから、日本語を取りたいと思ってくれる学生がいれば、しめたものです。 

多くの学生が愛してやまない日本のポップカルチャーをいかに日本語学習に取り込んでいくか。これに関して

は多くの日本語教師が考え、日々実践の中で試行錯誤を繰り返していることだと思います。サスカチュワン大学

の文化・映画のクラスもまだまだ発展途上ではありますが、この答えを今後も考え続けていきたいと思っていま

す。 

 

 

TEACHING JAPANESE TO THE ANIME GENERATION  

BEN WHALEY, PH.D. CANDIDATE AND SESSIONAL LECTURER, UBC 

 

Back when I began studying Japanese language as a middle school student in Seattle nearly 20 years ago, I 

knew next to nothing about Japanese pop culture. The same cannot be said for my students! They enter university 

already possessing a keen interest in manga, anime, and videogames. The students I teach have grown up 

following the exploits of Luffy and his pirate gang, reflected on their own gender identity thanks to the Sailor Scouts, 

and even created their own amateur works. It is this widespread interest in Japanese pop culture that has acted as 

a sort of “gateway drug” for many students, prompting their interest in other aspects of Japan Studies. For those of 

us teaching Japanese language, if we want to understand our students better, literacy in manga and anime is no 

longer optional.  

 I teach a large undergraduate course called “Critical Approaches to Manga and Anime” at The University 

of British Columbia’s Department of Asian Studies. The course is phenomenally popular with students (this summer 

the 130 student enrollment filled up in hours!). In my class we read, watch, and analyze a variety of manga and 

anime works. Using articles by both Japanese and Western scholars, we learn about the history and development 

of each medium and practice techniques for how to analyze panel layouts or animated movement. My goal is for 

students to think through how storytelling in manga and anime compares to other media. To this end, my class 

includes a creative assignment where one third of the students draw their own manga page, one third create an 

online animation, and one third design a web-based videogame. The creative assignments are then uploaded to 

the course website for their peers to view. While initially met with trepidation from students, these activities quickly 

became one of the most enjoyable aspects of the class. 

 Teaching a large manga and anime course at UBC has been incredibly rewarding. The class brings together 

a diverse group of students from across campus and different disciplines. They are united by their love of manga 

and anime. However, sometimes this very passion means that students are hesitant to problematize the cultural 

works they love. “Aren’t we over analyzing this?” and “Manga are supposed to be fun!” are common complaints I 

hear when prompting students to critically engage with texts in class.  

Instead of lamenting this new generation of students who want to dress and speak Japanese like their 

favorite anime characters, I propose deploying manga and anime texts as teaching tools in Japanese language 

classrooms. I envision a “Japanese Language Through Manga and Anime” course where students read manga 

selections to practice grammar points and watch clips from anime shows to aid in listening comprehension. Such a 

course might alleviate some of the burden of intermediate-level language learning by allowing students to practice 

Japanese through engaging with the texts and media they already consume. After all, even if you don’t assign 

manga as homework, your students are still reading it before class starts.      
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活動報告 

 

日本語教師情報交換会 第 20 回 日本語学習を継続させる 

小室リー郁子（トロント大学）・松本朋子（トロント日本語学校・JCCC） 

 

2 月 20 日（土）トロント大学において「日本語学習を継続させ

る」の第 20回目の集まりを開催しました。これは、2009年より国際

交流基金トロント日本文化センター（以下、トロント日本文化セン

ター）と CAJLE との共催で行ってきた日本語教師のための情報交換

会で、この日は日本語学校、高校、大学で日本語教育に携わってお

られる先生方、大学院生の方など約 20 名の参加がありました。 

この日、前半は講師の倉沢郁子先生をお迎えし、トロント日本文

化センターで開講されている日本語総合講座（2 時間ｘ13 週間）と 2

時間 1 回で完結する単発講座についてお話を伺いました。特に後者

は、日本語学習というより、多くは日本語学習から少し距離を置いて

日本の文化を楽しむというコンセプトで行われているもので、日本の

歳時記、旅行、マンガ、カラオケ等、多彩な内容で講座が行われてい

ることを知り、会の参加者から多くの質問やコメントが寄せられまし

た。 

後半は、今後の「日本語学習を継続させる」の活動についてグルー

プごとに分かれ意見を出してもらいました。この会は、個々の教師が

持っている情報を共有し、互いに学び合うということに重点を置いて

いる活動です。話し合いの結果、今後も日本語プログラム紹介や学校

見学を継続させながら、並行して教材や教室活動について学んでいきたいという具体的な意見が集まりました。 

2016 年度も 2～3 回の活動を計画していますので、トロントおよびトロント近郊の先生方にはぜひ足を運んで

いただければと思います。新年度第一弾は 6 月 4 日（土）の開催予定です。 

 

 

 

第 27 回全カナダ日本語弁論大会開催後記 

CAJLE 全国弁論大会担当 金梨花 (UBC) ・シャープ昭子(カルガリー大学) 

 

2016年 3月 19日、トロント大学において第 27回全カナダ日本語弁論大会が開催されました。7地区大会での

各カテゴリー第一位通過者合計 26名が一堂に会し、長い時間をかけて準備したスピーチを発表しました。身近

な家族のエピソードから日本文化への興味と発見、そして日本経済のグローバル競争にまで多岐に渡る発表内容

でカナダの日本語学習者の関心の広さや表現力の高さがうかがえる大会となり、審査員や来場者からもよい評価

をいただくことができました。 
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この歴史ある全国大会は今年度の大会より高円宮日本教育・研究センターの事業を引き継ぎ、 CAJLE と全国大

会開催候補地区の代表者からなる組織委員会との共催で運営されることになりました。開催候補地の選定、財政

問題を解決するために各方面に協力をよびかけながら実際に開催に必要な準備をし、並行して地区大会の準備を

するのは試行錯誤が続く大変困難な作業ではありました。しかし全国の地区大会実行委員会、全国大会組織委員

会の先生方と CAJLEの会計・Web 部門とのチームワークで無事今年度も開催にこぎつけることができたことを大

変嬉しく思っています。 

大会後、全国大会出場者から「日本語の練習を今までで一番頑張れた」「他の地区の参加者とずっと日本語で

交流できて楽しかった」などという感想が自発的に寄せられました。私たちにとっては学習者のこのような声が

何よりの励みになります。弁論大会に出場したすべての学習者と新体制での第一回組織委員会委員長を務めてく

ださったトロント大学の有森先生に敬意を表し、審査員の皆様ならびに開催をお手伝いくださった現地のボラン

ティアの先生方、そしてご支援くださったスポンサーの皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

 

 

 

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北部に位置するノーザンブリティッシュコロンビア大学、

およびカナダ最大の大学であるトロント大学より日本語プログラムをご紹介していただきます。 ― 編集部 

 

BC 州 ノーザンブリティッシュコロンビア大学 GLOBAL & INTERNATIONAL STUDIES 日本語コース 

萩原あみ 

 

University of Northern British Columbia (UNBC) は、バンクーバーから北 800 キロほどに位置する小規模の

大学です。日本語コースは、国際学部のもとで三学年が開講されて、Contemporary Japan コースや他分野の

コースとの連携も図っております。また、現在の日本との交換留学提携校は 4校となっており、それぞれの学

校の特色を見て、各個人の留学目的に沿って選べます。 
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今年度が 25周年となる UNBCでは、設立時に一年次レベルのコースが設立されました。現在、一年生は 50

名ほど在籍しています。翌年、1996 年に二年次コースができ、1999 年に学生の強い要望により三年次コース

が設立されました。現在、二年生は 15名ほどになり、三年生は 10名以下になります。三年間の日本語教育が

終わった時点で、もっと日本語を学びたい学生達には四年次レベルの日本語コースとして Independent 

Studies をとることや日本への交換留学制度があります。学生の専攻も多岐にわたりますが、三年生のクラス

は、いつか日本に行きたいという学生がほとんどです。 

学生達は一年生のコースで日常に必要な基本的知識と日本の習慣を学びます。二年生では、様々な説明を

中心に勉強し、作文では自分のスタイルを確立させます。三年生から初中級のレベルになり、それまでの文

法・場面中心から読解中心のシラバスに変わります。会話にも重点を置き、日本人と協働した発表もありま

す。プロジェクトは個人プロジェクトになります。このプロジェクトのために日本人と親交を深める学生も

あり、交換留学や卒業後の日本行きが具体的になって行きます。 

 小さい町の大学の日本語コースなので専門的に分かれたコースがないのですが、学生達は日本の大衆文化

から経済･歴史・政治に至るまで興味を持っています。開講当初は交換留学を望む学生が多かったのですが、

近年は早く卒業して日本で働くことを希望する学生が増えてきています。 

 

 

 

ＯＮ州 トロント大学 東アジア学科日本語プログラム 

 有森丈太郎・小室リー郁子  

 

トロント大学には St. George､Scarborough､Mississauga の三つのキャンパスがあり、そのうち St. George と

Scarborough で日本語を開講しています。今回ご紹介するのは St. George のプログラムです。 

当プログラムは東アジア学科の選択言語として韓国語と中国語とともに設置されています。学位には東アジア

学スペシャリスト、主専攻、副専攻の三つがあり、学生は一つの言語を選び、スペシャリストは 300、主専攻は

200 レベルまでの履修が必要です。 

日本語プログラムには、100 から 400 レベルのコースがあり、夏期講座も加えると年間 450 名ほどが履修して

います。100 と 200 のレベルについては通年コースの後半、1 学期のみ履修できるコースも開講し、学習背景の

多様化にできるかぎり対応しています。100 から 300 レベルまでは総合学習のコースですが、400 レベルはそれ

ぞれ口頭能力と読解能力に重点を置く 2 つのコースに分かれており、隔年開講となっています。100 と 200 のレ

ベルではそれぞれ『げんき I』『げんき II』、300 と 400 のレベルでは複数の教科書や生教材を使用しています。

このほか、日本の大学十数校との交換留学制度があり、毎年 40 名ほどが参加しています。 

また、教室の外でも日本語や日本文化に触れる機会を作るべく、文化イベントや日本人との交流会、ランゲー

ジ・エクスチェンジ、読書会、日本舞踊教室などを、様々な方の協力を得て行っています。 

現在の課題としてはスタッフの不足とコースサイズが挙げられます。通年のコースは専任 2 名と数名の TA で

回していますが、TA が働ける時間にも限りがあり、日本語の履修希望者が多い中、需要には応えられていませ

ん。また、初級コースでは 1セクション当たりの学生数が 35人と大きく、なかなかクラス全体に目が行き届きま

せん。来年度からクラスのサイズを縮小できるよう、スタッフの増員を交渉中です。 

 

 



 

9 

©CAJLE 2016  カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 

 

― リレー随筆 ― 「包み込む心、やわらかい心」 

三井晶子（ヨーク大学） 

大学院生のとき、大変お世話になった先輩である知念さん（敬親の意をこめて！）よりバトンを受け継ぐのは、

実は 2 回目だ。1 回目は学生時代、恩師らのリサーチチームが FLES プログラムのリサーチをしていた際、日本語

部門のアシスタントを引き継いだ。そのころから年少者向けの日本語教育、継承語としての日本語教育について、

何かと話を伺っていた。とはいえ、当時は想像力なくしてはわからない部分があった。その後、縁あってトロン

トという多文化の街に移り住み、日本語で子育てをすることになった。実感を伴って問題意識を持つようになっ

た今こそ、あの日の諸先生、先輩方とお話できたらと思うことが多くある。 

最近の朝日新聞の記事（2016 年 4 月 17 日付）によると、日本では国際結婚の増加により、親が外国人で日本

語ができない子どもたちが増え、日本語で学習できない子どもが過去最多の 3 万 7095 人（2014 年度）と、10 年

間で 1.6倍に増えたという。そのうち、外国籍の子どもが 2万 9198人、日本国籍で日本語で学習できない子ども

が 7897 人。大半は公立小中学校に通っているが、その学校は 6864 校に上るそうだ。現在指導に当たっている専

任教員は約 1600人、日本語指導、日本語による「取り出し授業」には足りないため、今後、専任教員を増員し、

更に「拠点校」を置き、そこで一定の地域の指導を行うよう文科省の有識者会議で提言がされたとのことだった。

提言にはそれに伴う教員養成、大学教職課程のプログラムの開発も含まれている。 

今回の提言では、国語教員養成に日本語指導の部分を足すような形でのプログラムの開発が求められているよ

うだが、一体どのようなプログラムになるのか実に興味深いところだ。国語としての日本語と外国語としての日

本語の指導は、例えば Systemic Functional Linguistics を取り入れ、国語としての英語、外国語としての英語

の目的が重なるオーストラリアの英語のそれとは異なる。筆者の双方の経験からも、保護者としての国語の授業

参観からも、指導のポイント、必要な知識が異なるのは明らかだ。国語教育のあり方には文化的背景が大きく影

響しており、英語とは学習者数も圧倒的に異なるが、上記のプログラムの開発に臨まれる方々には、国語教育、

日本語教育、英語教育などの語学教育全般ひいては児童心理学など関連分野の研究成果を、分野の垣根を越えて

受け入れ、考えられる包容力が望まれる。 

また、記事は日本国内の日本語教育が必要な子どもたちについて書かれているが、この問題は日本国内だけの

ものではない。トロントでは両親とも日本人であっても、移民としてトロントに生まれ育っている子どもたちも

少なくない。戦後の日系人とは異なり、国際結婚の場合でも、日本語で教育したいという親御さんが増えている。

駐在家族でさえ、長期滞在となると兄弟間の会話は英語になるとも聞く。そして小さな町であればあるほど日本

語での教育は個人の努力によるところが大きい。日本語で学習できる準備のないまま、何らかの都合で日本に帰

国する子どもたちもいるだろう。日本人だから日本語、それが国語という従来の方程式に当てはまらない子ども

たちが数多くいることは既に指摘されている通りだ。更に、その子どもにとっての母語の育成が日本語教育を支

えるということも忘れてはならない。この複雑な現状をそのまま受け止め、やわらかい心を持った現場主導の開

発、そして現実的な公的援助、環境整備を願ってやまない。 

次回は継承語教育について研究しているマギル大学の脊尾先生です。どうぞお楽しみに。 

   

執筆者プロフィール ― 三井 晶子（みつい あきこ）  

名古屋大学留学生センター等勤務の後、アメリカ、カーネギーメロン大学にて第二言語習得博士号取得。 

専門は第二言語ライティング、外国語教育、日本語教育。現在ヨーク大学にて日本語を教えている。 
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―教材紹介― 各種アプリを使ってみました 

編集部 

今やデジタル・ネイティブ世代はスマートフォンをあらゆる場面で使いこなしています。教える側も日本語教育にこの強

い味方を取り入れたいのですが、テクノロジーは日進月歩で進化し、アプリもいろいろありすぎてどれがいいのか迷っ

てしまいます。学習者にお勧めの学習用アプリを紹介してもらい、アップデートしながら情報を共有するのも一つの手

でしょう。アプリはひらがな・カタカナ学習に始まり、語彙暗記用フラッシュカード、漢字学習、JLPT 対策、聴解練習、辞

書などが無料版・有料版で数多くあり、学習者は自分に合ったものを見つけることができます。今回は、教師自身が使

えそうなアプリをいくつか編集部が実際に試し、使用しての感想、用途を考えてみました。 ― 編集部 

 

Digital Storytelling 

Tellagami  

iOS, Android 

アニメーションの人物が、選択した背景画像や自分でとった写真の前で、自分が録

音した声に合わせて話します。使い道としては、自己紹介や Show& Tell を作らせて

LMS にアップさせ、互いに鑑賞する、などが考えられます。特に顔の見えないオン

ラインコースでは受講者の間に人間味を感じさせた方が上手く行くそうで、これは

使えそうです。クラスサイズが大きい場合や、人前で話すのが怖い恥ずかしがり屋

さんの学生さんにもいいかもしれません。無料バージョンは最長 30 秒で、背景や

声など選択肢が限られていますが、有料でいろいろカスタマイズできる Education 

バージョン（最長 90 秒）もあります。 

Videolicious 
iOS, Android 

上の Tellagami とやや似ていますが、こちらはビデオや画像を背景に、自分を入れ

て、または入れないでナレーションを録音し、無料版では一分までの長さの動画を

作ることができます。このアプリは主に取材の現場で使われているようですが、プ

レゼンテーションの作成に使えそうです。対面コースでのプレゼンテーションは学

生自身に前に出て発表させますが、オンラインコースでは、これを使ってライブ感

のあるプレゼンが作れるでしょう。また、日本語プログラムのプロモーションビデ

オやキャンパスの紹介ビデオ作製など、いろいろな使い道が思い浮かびます。 

Quiz Generator 

Kahoot! 

 

アプリではないのですが、スマホを使います。齋藤真美先生が去年の年次大会の JF

ワークショップでご紹介くださったので、すでにお試しになった方も多いはず。wifi

環境で早押しクイズができます。教師がパソコンで作った問題がプロジェクターに

表示されて、学習者は自分のスマホで kahoot.it にアクセスし、問題文を読んで回答

を選びます。チームで競争できる機能も最近追加されました。どれだけ早く正解で

きたかによってその都度順位が表示され、競わせることができるので大変盛り上が

ります。ゲーム感覚で理解度を試すのにもよく、特に大人数の教室でも積極的な参

加を促すことができます。ただし、問題文を映したスクリーンの字が読みにくいの

が弱点で、フォントや大きさが変えられたらいいのにと思います。 

Dictionary  

imiwa? 
iOS, Android  

日本語コースでは Google Translate のような機械翻訳を使うのはご法度ですが、辞

書の使用は OK でしょう。この辞書アプリは英語を始め様々な言語での訳・例文表

示があり、漢字も調べられ、情報量が膨大かつ正確で、多くの学生から絶大な信頼

を得ています。教師自身も最新スラングの意味や漢字の書き順を調べたりするのに

使えるでしょう。 

 

以上、スマホはポイントを押さえて使い、授業中はカバンの中にしまっておいてもらいたいですね。 

https://tellagami.com/
https://itunes.apple.com/us/app/gami/id572737805?ls=1&mt=8
https://videolicious.com/
https://itunes.apple.com/us/app/videolicious/id400853498?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videolicious.android.videolicious
https://getkahoot.com/
http://www.imiwaapp.com/
http://www.imiwaapp.com/


 

11 

©CAJLE 2016  カナダ日本語教育振興会 Canadian Association for Japanese Language Education 

 

国際交流基金コーナー 

 

「自己紹介」 

国際交流基金トロント日本文化センター所長 岩永絵美 

 

昨年 11月に国際交流基金トロント日本文化センター（Japan Foundation, Toronto）

に着任した岩永絵美と申します。  

カナダに赴任できたことを大変に嬉しく思っており、広大な国土で日々熱心に日本語

教育に携わっている CAJLEの会員の皆様に敬意を表します。トロント日本文化センターで

は、お陰様で今まで培ったパートナーシップを大切にしつつ、一層良い関係を築いていき

たいと考えています。 

国際交流基金に就職してから、私にとって海外勤務は今回が 3 回目です。前任地はブ

ダペストで 5年ほど駐在しました。ハンガリーは親日的な国で日本語教育にも熱心です。

私が着任した頃、日本の企業から貴重な資金を得てマジャール語を使った日本語の教科書をつくるプロジェクト

が始まっており、洪日両国の日本語教育専門家が取り組んでいました。完成した教科書のタイトルは『Dekiru

（できる）』。初めて本格的な日本語の教科書として国立教科書出版社から出版され、市内の本屋さんでも入手

できるようになりました。また、ブダペスト日本文化センターでは、毎年、中東欧諸国やバルカン諸国で日本語

を教えていらっしゃる先生方や日本語教師会の方々と共に研修会を実施しています。多様な言語、文化、歴史を

有する国々で活躍している関係者の姿は感動的でした。 

新天地で仕事が始まって間もない今日この頃ですが、今後、カナダにおける日本語教育を推進するため、引

き続き努力していきたいと思います。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

さくらネットワーク研修 

 

国際交流基金は、世界各地の日本語教育機関との連携を通じて 2008年度より「JFにほんごネットワーク」（通

称「さくらネットワーク」）の構築を進めており、カナダ日本語教育振興会（CAJLE）も同さくらネットワーク

のメンバーです。昨年より、さくらネットワークメンバー向けプログラムの拡充が図られ、その一環として、新

しく「さくらネットワーク研修」が実施されることになりました。 

さくらネットワーク研修は、国際交流基金日本語国際センター（埼玉県さいたま市）で行われる、さくらネッ

トワークメンバーの機関・団体に所属している現職の日本語教師を対象とした研修プログラムです。日本語教授

経験が短く日本語運用力の一層の向上を必要とする外国人日本語教師を対象に、日本語、日本文化、及び基礎的

な日本語教授法等の短期間の集中研修を実施する「基礎研修」と、日本語教授法に関する理論や方法論を学んだ

上で、日本語教育の実践においての教授法、カリキュラム、教材等における問題の解決に向けた計画を立てるこ

とを目的とした「上級準備研修」の二つがあります。 

CAJLE の会員で、且、カナダの教育機関所属の日本語教師の方々は同プログラムに応募が可能です。来年度の

プログラム概要や応募条件などの詳細は本年 9 月ごろ、決定予定です。申請希望の方は、 CAJLE 広報

cajle.pr@gmail.com までご連絡ください。 

mailto:cajle.pr@gmail.com
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― CAJLE よりお知らせ ― 

 

地域研修会支援第 2弾として、サスカチュワン州レジャイナで日本語教師研修会が開催されることになりました。以下の

お知らせをご覧ください。― 編集部 

 

サスカチュワン州 日本語教師研修会 

 

この度、国際交流基金派遣専門家、アルバータ州教育省日本語アドバイザーの齊藤真美先生をお呼びして、サスカチ

ュワン州で日本語教育に携わっている教師、また州内の日本語教育に関心のある方々と共に教師研修会を開くことにな

りました。 

サスカチュワン州は BC州やオンタリオ州に比べ日本人人口が少なく、学習者の数も少ないのですが、年々その人口は

増えつつあり、日本語を継承語とする学習者、非日系の日本語学習者が様々な背景やレベルで、様々な教育機関で日本

語を学習しています。学習者の目的も多様化しているため、教師がどのように彼らのニーズに応えてあげるか、またどの

ようにカリキュラムを進めていったらいいかなどは、教師が常に考えていることだと思います。 

今回、この教師研修会にあたり、先生方が情報を交換しあえる、情報交換会の場も企画しました。日頃、なかなか交流

する機会がない私たちですが、この機会を利用して情報交換だけではなく、お互いの支援ができ、より一層の交流ができ

ることを願います。 

 

日時： 2016年 6月 11 日（土） 午前 9:30 より午後 4:30まで 

場所： レジャイナ大学  University of Regina, RIC 208 

参加費：5 ドル （当日受付にて） 

お申込み、連絡先： Tomoko Lamb (University of Regina)  tomoko.lamb@uregina.ca 

 

 

 

地域研修会支援金にご応募ください 

REGIONAL WORKSHOP/MEETING SUPPORT FUND 

 

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

活発な活動を目指す「CAJLE 地域研修会支援金」を設けました。会員による地域の日本語教育活性化につながる

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

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

す。詳細はこちらをご覧ください。皆様からのお申し込みをお待ちしております。（広報担当） 

 

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

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

specific regions. This fund was created to assist in the regional growth of the Japanese language community 

through its members. It will enable members to plan and create their own instructor training, as well as 

instructor networks to better suit regional needs. Nearby CAJLE directors will serve liaisons and consultants. 

Please see the website for more information. We wholeheartedly look forward to receiving your application. 

(Public Relations) 

 

mailto:tomoko.lamb@uregina.ca
http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
http://www.cajle.info/programs/regional-activities/
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2017 LANGUAGES WITHOUT BORDERS 開催のお知らせ 

 

CAJLE とパートナーシップを結ぶ CASLT「カナダ第二言語教師会」では隔年で大規模な学会 Languages Without 

Borders を開催しています。次回は 2017 年 4 月 6 日から 8 日の 3 日間にわたりアルバータ州エドモントンにて開催の

予定です。発表論文のお申し込みは 2016年 9月 7日まで受付中です。詳細はウェブサイトをご覧ください。 

 

※CAJLE会員は CASLT会員登録の際に割引が適用となります。会員規定をご覧ください。 

 

CASLT/ACPLS (The Canadian Association of Second Language Teachers/L'Association canadienne des 

professeurs de langues seconde) will hold its biennial conference, Languages Without Borders, in 

Edmonton, Alberta, April 6-8, 2017. CASLT/ACPLS is now seeking proposals. The submission deadline is 

September 7, 2016. For details, please visit 

http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_en.php (English) 

http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_fr.php (Français) 

*CAJLE members are eligible to receive a special rate when joining CASLT. Please see Membership page. 

 

 

 

 

http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_en.php
http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_en.php
http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF/files/2017-LWB-Postcard-EN-FR.pdf
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2015 年度下半期活動報告（2015 年 12 月～2016 年 5 月） 
書記 萩原あみ、松本朋子、白川理恵 

 

理事会担当報告及び承認事項 

12 月 ・広報部よりニュースレター51号発行 

 ・新ウェブサイトの構築と移行開始 

12月 1日 

 ・2016年夏発行予定のジャーナル 17号の投稿締切 

12月 8日 

 ・第 6回オンライン理事会開催  

 

1 月 ・引き続き、新ウェブサイトの構築と移行、不具合対応 

 ・会計より会員期間の変更：「1月 1日から同年 12月 31 日」へ移行開始 

1 月 10日 

 ・2016年 CAJLE 年次大会の研究発表募集開始 

 

2 月 ・新ウェブサイトへの移行がほぼ完了、不具合対応 

 ・大会実行委員より 2016年 CAJLE 年次大会の会員への案内をウェブサイトに掲載 

   http://www.cajle.info/programs/cajle2016/ 

2 月 9 日 

 ・第 7回オンライン理事会開催  

Global Network (GN)より依頼があり、International Conference on Japanese Language 

Education (ICJLE)バリ大会に必要な査読者を CAJLEより 5名推薦 

 ・さくらネットワーク所属団体（CAJLE）のカナダ在住の会員対象の教師研修について確認 

2 月 17日 

 ・フランス語担当者の設置を承認 

2 月 20日 

 ・日本語教師情報交換会「日本語学習を継続させる（Continuing Learning Japanese）第 20

回」於 トロント大学/共催：CAJLE、国際交流基金トロント 

 

3 月 ・新ウェブサイトにカナダ全国日本語弁論大会のリンクを構築 

3 月 12日 

 ・組織会員は会員期間内であれば同じ教育機関に属する会員の変更を可能とすることを承認  

3 月 19日 

 ・第 27回カナダ全国日本語弁論大会をトロント大学にて開催  

 7 地域から 26名の地区大会一位通過者が参加 

4 月   

4 月 11日 

 ・2016年 CAJLE 年次大会研究発表論文募集の締切 

4 月 12日 

 ・第 8回オンライン理事会開催  

GN 新企画で、CAJLEの「トランスランゲージング」企画はヨーロッパ日本語教師会・オー

ストラリア日本語教師会の賛同を受け GN企画として進めることに決定 

 

 

  

http://www.cajle.info/programs/cajle2016/
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編集後記 

◆トロントでは毎年 5月末に Anime North というアニメコンベンションが開かれていますが、年を追うごとに規模が大きくな

り、今や 3 日間で 3 万人以上の集客があるそうです。プログラムを見ると、イベント内容はアニメ・漫画・ゲームに始まり、

ファッション、テクノロジー、歴史、宗教・精神性など実に多くのテーマを扱っているようです。また「アニメ」と一言で言っても、

テレビアニメもあれば映画化・テレビドラマ化されたものもあり、コミック漫画やゲームとの連動など、多様なメディアを巻き

込んでいます。アニメのテーマソングやそれを歌う J-Pop グループ、アイドル化する声優、海外ツアーまでするボーカロイ

ド。これらをくくる概念は「ポップカルチャー」になるでしょうか。特集記事では日本語とポップカルチャーとの連携を探って

みました。英語による講義コースの他にも、日本語をアニメや映画で教える、あるいはポップカルチャー的要素を授業に取

り入れるなどの可能性が考えられます。教科書の会話（ビデオ）で、声優になりきって演技させるのも一つでしょうか。喜々

として取り組みます。そういえば今年 Show & Tell にメディアの使用を解禁したところ、自分でアニメを作ってスピーチした

学生がいて、クラスメートからの投票で 1 位を取る素晴らしい出来でした。学生たちの「好き」という原動力を大いに生かし

たいものです。（安袁岐＠王町） ◆テクノロジーを授業に導入する必要を痛感する日々ですが、去年のバンクーバー年次

大会で教わった Kahoot!は学生から大変好評でした。学生はクラス内で禁じられている携帯電話を嬉しそうに使い、個性

的なニックネームを付け、ゲーム感覚で学べます。普段見られない学生の生き生きとした姿が見られました。ぜひお勧め

です。今月号のアプリ紹介記事で紹介されたツールにも挑戦するとともに、今年のナイアガラ年次会では新しいテクノロジ

ーやテクノロジーの応用を学べることを楽しみに参加したいと思います。(紅＠倫敦) ◆この夏は大学から許可を得て、日

本から大学のオンライン日本語コースを教えています。このコースを担当するのは数年ぶりですが、前回よりも携帯電話、

タブレット、アプリ、ソフトウェアの種類や性能が格段に充実し、簡単に色々な教材を作成することができるようになりました。

テクノロジーの進歩に感謝・格闘しつつ、世界中に散らばる学生に超新鮮素材の「生」教材を送りながらクラスを楽しんで

います。（Au79＠晩香波） ◆卒業式を控え、キャンパスは開放感と活気でいっぱいです。日本では式の度に諸般の事情

で、全力で生徒の卒業を祝うことができなかったので、ここでは心穏やかにそれができることが一番嬉しいです。心から平

和で幸せだなと感じます。（や＠もん） 

 

 

 

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
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会員規定 - Membership 

 

カナダ日本語教育振興会は、カナダにおける日本語教育

の発展と向上を目指す非営利組織です。日本語教育に関心

のある方ならどなたでも会員として登録することができます。 

 

会員特典 

・カナダの日本語教育情報満載のニュースレター(年２回発行） 

・日本語教育関係の各種ご案内 

・年次大会、勉強会、その他の催しの参加費割引 

・CAJLE 年次大会での研究発表資格 

・The Canadian Association of Second Language Teachers 

(CASLT) 会員登録の割引適用：年会費 $15 （通常$45） 

 

会費年度 

毎年１月１日から 12月 31日まで。 

 

年会費 

一般会員 ＄45 CA 

3年(一般)会員 ＄120 CA 

学生会員 ＄30 CA 

組織会員 4名まで ＄120 CA 

 

CAJLEホームページのメンバーシップページ（About us）より、オ

ンラインにてお申し込みいただけます。 

小切手もしくは銀行振込によるお支払いをご希望される方は、

会員申込書をご記入の上、メールまたは郵送でお送りください。 

申込書、お支払い方法についてはホームページをご覧ください。

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

 

 

申込先：   

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

 

 

※連絡先の変更 

住所およびメールアドレス等の変更があった場合にはこちらま

でお知らせください。cajle.kaikei@gmail.com 

 

CAJLE is a non-profit organization which actively 
promotes Japanese language education in Canada. We 
welcome everyone who is interested in Japanese 
language education.  

 
CAJLE membership entitles you to: 

CAJLE membership entitles you to: 
- Receive the CAJLE Newsletter full of information about 

Japanese Language Education in Canada (two issues 
annually) 

- Receive various announcements related to Japanese 
education via email. 

- Attend the CAJLE annual conference, workshops and 
other related events at a reduced rate. 

- Present research at the CAJLE annual conference  
- Special rate for The Canadian Association of Second 

Language Teachers (CASLT) membership. (Affiliate 
Individual Membership is $15, instead of Regular 
Individual Membership $45) 

 
Term of Membership: 

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

Membership Fee: 

Regular Membership $ 45 CA 

3 years Membership $ 120 CA 

Student Membership $ 30 CA 

Institutional Membership (up to 4 members) $ 120 CA 

 
How to Join: 

Please visit our website and open “Membership” page 
through “About us”. Please fill out the online form and 
complete the payment procedure through paypal. 
For those who wish to pay by personal check or bank 
transfer, please fill out the application form (available on 
www.cajle.info ) and mail or email it with the appropriate 
membership fee. 
 
Mail to:  
Canadian Association for Japanese Language Education 
(CAJLE) 
P.O. Box 75133, 20 Bloor St. East 
Toronto, Ontario,  M4W 3T3, CANADA  
 
Please notify us at the following email address if your 

contact information changes:  cajle.kaikei@gmail.com 

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



