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Dear AATJ Members, 

 I would like to bring you up to 

date on our new AATJ Board members.  

Our Board currently consists of: 

President-elect: Mieko Iventosch, Pima 

Community College 

Treasurer: Chieko Okubo, Northern 

Arizona University 

Newsletter Editor: Ayed Hasian 

Many thanks to our outgoing Newsletter 

Editor, Chieko Yamada, who faithfully 

served our organization for three years.  

And thanks also to JM Dunn, who filled in 

as Treasurer at a time when his help was 
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truly needed.  It is members like these 

that make our organization what it is.  

 This Board was elected into 

office at our annual Business meeting, 

held on October 2, 2010, in conjunction 

with the AZLA annual fall conference, in 

Phoenix.  In addition to these elections, 

we had the pleasure of listening to our 

invited guest speaker, Ms. Yuri Kondo. 

Kondo-sensei is an attorney in Phoenix, 

and she spoke to us about the field of 

Japanese court interpretation and 

simultaneous translation. First, though, 

she entertained us with lively stories about 

how she first began working in the legal 

field, and how she ended up in Phoenix. 

Thank you, Kondo-sensei, for such an 

entertaining hour! 

 I was fortunate enough to attend 

the recent ACTFL (American Council for 

the Teaching of Foreign Languages) 

conference, in Boston.  At the NCJLT 

business session, several affiliate 

representatives noted a decline in 

membership, as well as an overall decline 

in numbers of Japanese language 

programs, particularly at the secondary 

level.  We here at AATJ, as well, have 

seen a small decline in membership 

over the past year.  It is my hope that 

this downturn is temporary, but I 

would ask all current members to 

encourage others in the field to take 

advantage of this professional 

opportunity and to join, or re-join, 

AATJ, particularly in light of our 

line-up of activities for this spring 

(see below, as well as our webpage 

aatjaz.org, for the latest updates). And 

please remember to encourage your 

students to take advantage of 

community-wide institutions, such as the 

Japanese Friendship Garden, and the 

Matsuri in downtown Phoenix in late 

February--participating in these 

community-wide events is such a great 

way to publicize our programs and to 

demonstrate to our administrators and our 

state legislators the benefits of foreign 

language study.  
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 Another factor in our membership 

numbers is the proposed merger between 

our umbrella organization, NCJLT, and the 

other largest Japanese-related professional 

organization in the country,   

Association of Teacher of Japanese (ATJ). 

NCJLT hosted a question-and-answer 

session at ACTFL specifically to explain 

this merger. The benefits of creating one 

new professional organization are several: 

it will speak with a united voice for K-16 

Japanese language education, consolidate 

resources, and enhance attempts at 

articulation. The impact on us, as a local 

affiliate of NCJLT, is that ALL members 

of the new organization will, by default, 

belong to the local affiliate.  That is, even 

people who are currently not members of 

AATJ will become our members if they 

join the national organization.  The 

national organization dues will be $40, of 

which, $15 will come to us.  As members 

of this new organization, we will all be 

able to take advantage of everything 

currently offered by both NCJLT (for 

instance, the Oshirase newsletter, the 

nengajo contest, the new National 

Japanese exam, and access to ACTFL) 

AND by ATJ (the Journal for Asian 

Studies, and access to the Association for 

Asian  Studies annual conference).  

 Among the logistical decisions 

we will probably have to make soon is 

whether to switch our fiscal year to the 

calendar year, to coincide with the new 

organization.  This merger may also 

impact our relationship with our state 

organization, AZLA. Further, the name of 

this new organization will be AATJ 

(American Association of Teachers of 

Japanese), which, unfortunately, is 

identical to ours.  We may want to think 

about some sort of revision of our name, 

for the sake of clarity.  

 It has been my pleasure to serve 

as your president for the past year. I 

encourage you to contact me with 

questions, comments, or suggestions 

(president@aatjaz.org) at any time. I am 

also honored to represent you, and all 

Arizona foreign language teachers, at the 

SWCOLT conference in Texas next spring, 

as “Best of AZLA.”  Thank you all for 

your support. よろしくおねがいいたし

ます。 
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President-elect: Mieko Iventosch 

 

Mieko Shimizu Iventosch came to Tucson, 

AZ in 1984 from Kanagawa, Japan to 

study Teaching English as a Second 

Language at the University of Arizona.  

From the second year on she started 

teaching Japanese as a TA in East Asian 

Studies at the U of A.  That naturally led 

the direction of her lifetime career into 

teaching Japanese as a Foreign Language.  

After her Master’s degree in ESL, she 

went on to a doctoral program in 

education at the 

U of A, which 

she finished in 

1998. Since 

1992 she has 

been teaching 

Japanese most of 

the time at Pima 

Community 

College in 

Tucson except a 

few years of 

teaching ESL.  

Viewing learning a foreign language as a 

part of human learning and personal 

development, her interest always has been 

holistic education.   

In 2009, Mieko, her potter-husband and a 

15 year-old daughter spent a year in Japan.  

She taught two courses; Introduction to 

teaching Japanese as a foreign language 

and Japanese grammar in a program for 

teaching JFL at Tamagawa University in 

Tokyo.  Returning to Tucson in June of 

2010, she is happily back to her routine, 

teaching one Japanese class at Pima 

Community College.   

 

Newsletter Editor: Ayed Hasian 

 

Ayed Hasian had his first Japanese lesson 

at Scottsdale Community College in 2000. 

He enjoyed 

learning the 

language so much 

that he changed his 

major to Japanese 

when he 

transferred to 

Arizona State 

University shortly 

after.  In 2003, he 

went to Hiroshima 

on an 11 month 

study abroad at 

Hiroshima Shūdō University.  During 

this time, he joined a band as a vocalist for 

a short period and was lucky enough to 

have brief airtime on Hiroshima FM.  He 

From left: Ayed Hasian, Lisa Berskon, Mieko Iventosch, 

Chieko Okubo. 
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also joined the university swim team and 

swam competitively in the 100m Men’s 

freestyle.  After returning to ASU and 

receiving his bachelor’s degree in 2005, 

he traveled to Japan again to teach junior 

high school English through the JET 

(Japan Exchange Teaching) Programme.  

After school, he also helped coach the 

boys’ and girls’ basketball teams at Kōzan 

Junior High School.  In 2007, he returned 

once again to ASU to pursue a Master’s 

Degree in Japanese Literature.  Under the 

guidance of Miko Foard, he was also 

allowed the opportunity to teach 

introductory Japanese at ASU for a year 

and a half as a Teaching Assistant.  After 

graduation in 2009, Ayed took on the role 

of Academic Counselor at South 

University Online, where he continues to 

help students pursue their goals.  

 

 

Mieko Iventosch’s Stay in Japan 

 

 私は２００９年３月から２０１０年の

５月まで主人と娘とともに日本に滞在すると

いう体験をいたしました。アメリカに来て２

５年間，日本にはほとんど夏に帰っていまし

たが，一年という長い期間を過ごしたのは初

めてでした。波瀾万丈な一年だったのですが，

今回は日本の大学で日本語教育についての授

業を持った経験を書かせていただきます。 

 私は日本の大学で教えた経験がないの

で，いつか教えてみたいと思っておりました。

家族で日本行きを考えていた所、丁度折よく

母校の玉川大学で日本語教育概論と日本語文

法論の空きができたから教えてみないかとい

う話が来ました。チャンスを与えられた時は

門を閉ざしてはいけないとどこかで聞いたこ

とを思い出し，思い切って受諾し，４月から

の新学年のため3月に帰国しました。 日本

ではここ十年来日本語教師養成のコースを設

ける大学が増え、玉川大学でも七年前に比較

文化学科の専門課程の一つとして始まりまし

た。現在、日本では日本語教師の免許制度や

国家試験のようなものはないようなので，玉

川大学のコースは全課程を終えれば同大学で

認めた日本語教師資格が取得できるというも

のです。日本語教師養成コースと言っても，

全員がはっきり日本語教師を目指しているわ

けではなく，自分の言語と文化を見直してみ

たいという学生も多くいます。日本語教育概

論はこのコースの入門のクラスで、ほとんど

の学生が、母国語である日本語を外国語とし

て教える、という概念の具体的なイメージを

持っていませんでした。２０数年ツーソンだ

けで教えた経験ですが，具体例を織り交ぜな

がら私自身が教師として学んだことをありの

ままに伝えて行こうと毎回の授業に望みまし

た。教科書は日本語教育概論では、遠藤識枝
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編纂（三修社）の「日本語教育を学ぶ」を使

い，日本語文法論では大野晋（岩波新書）の

「日本語練習帳」を使いました。 

 日本語教育という設定では、国語とし

て（空気のように）受け止めて来た言語と文

化を、”外国語”と言う外からの視点で見直す

ことになります。入門のクラスでも文法論の

クラスでも普段何気なく使っている言葉と考

え方を振り返り，自分の中に存在したステレ

オタイプな見方や偏見に気づき”始めた”学

生を多く見ました。文法論のクラスで敬語を

扱ったときは，いかに敬語のきちんとした使

い方ができていないかを痛感したようです。

さらに、敬語は尊敬と控えめという美徳を反

映する”べき”言葉だと思いますが、日本の

社会は，そして自分は、果たして本当の意味

で相手への尊敬と謙虚さを持って言葉を使っ

ているのか，私自身学生と一緒に考えました。 

 夏、ツーソンで私の元学生だったクウ

ェート出身のアリさんが日本にやってきまし

た。私と連絡が取れ，概論と文法論両方のク

ラスに来てくれることになりました。当日，

アリさんも学生たちも緊張と期待感が入り交

じってクラスを迎えましたが、人なつこい彼

の笑顔に学生たちの気持ちもほぐれ，次々と

質問が出てきました。ところが、一度質問し

てアリさんがすぐには分からず戸惑った様子

を見せると，すぐにあきらめてしまいます。

グローバル化が叫ばれ、日本社会における外

国人の存在も一昔前とは比べものにならない

ほど大きいにもかかわらず，個人レベルにな

ると日本人はまだ驚くほどナイーブだと思い

ます。外国人に自分の母国語で話すというこ

とに日本人は本当に慣れていません。外国人

が日本語を話すということが驚きなのです。

クラスの学生たちも、アリさんが話し始める

と「すごーい！」の連発です。（彼の元先生の

私から見ると満点ではなかったのですが！）

同時に彼らは質問の段階で行き詰まってしま

ったことに戸惑いを隠せませんでした。おや

おや．．．！と私。アリさんには申し訳ないけ

れどこの際練習台になってもらおうと，学生

たちがあきらめそうになると「ちょっと待っ

て！じゃあみんなでどういい直したらアリさ

んに分かってもらえるか，考えてみよう」と

他の語彙、言い回し，スピードの調整等、そ

の場で行き詰まった質問を一つ一つ考えてい

きました。必要ならばジェスチャーや絵など

使えるものは何でも使う、大切なのは人間対

人間のコミュニケーションなのだということ

を分かってほしいと思いました。この経験は

学生たちに取ってはかなり衝撃的だったよう

です。一方アリさんは，自分の日本語が全て

通じたこと、質問も全部分かり（言い直して

くれたからですが）楽しく皆と話ができたこ

とが心から嬉しく，自信を新たに帰って行き

ました。 

 一つ実行してみてよかったと思うこと

は，学生にジャーナルを書く課題を出したこ

とです。私は大学院時代いくつかのクラスで、

毎回の授業で疑問に思ったり心に残ったこと、

気づいたことをジャーナルとして書いていく
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2010 ACTFL レポート：NCJLT の役員になって 

 

Emi Ochiai Ahn  落合恵美 

 

課題が出されました。それを数週間ごとに教

授に提出し，次回コメントとともに返される

のです。私の意見や質問への "Elaborate 

more on this" "Why?" などのチャレンジや、

"Yes!", "I agree." という先生の短い返答に

も一喜一憂したことを覚えています。書くと

いう行為は、まだ形の定まらない考えをはっ

きりさせて行く貴重な手段の一つです。今回

も、学生たちの一回ごとのジャーナルの中で

さえ、始めと終わりの間で考えの発展が見ら

れることがよくありました。それは学生自身

にも新しい発見だったようです。クラスでは

まったく発言しないのに毎回２、３ぺージに

わたって授業の中で感じたことを書き綴って

来た学生が何人もいました。又私にとっても、

ああ，私のあそこの説明がはっきりしなかっ

たのか，こういうことが分からないのか、な

ど学生の成長だけでなく理解度を知る手がか

りとなり、先の授業を進める上で大変参考に

なりました。何よりも私自身がジャーナルの

中に見られる学生の変化が興味深くてしかた

がありませんでした。 

 玉川大学は小原国芳の掲げた全人教育

を土台に学生のより高い人格形成を目指して

いますが，玉川の学生は私の在学した当時も

そうでしたが、性格は優しいが見方が甘いと

いう印象を今回もうけました。ですが，どん

なクラスでも優秀な学生と救いがたい学生は

大体いるものです。この一年，食いつくよう

に真剣な面持ちで授業を受けた学生をあちこ

ちに見たことは大きな刺激でした。真実と知

識を彼らなりに必死で探り求めているように

みえました。そして，真実なものを懸命に模

索し求めている人間の表情はなんて美しいの

だろうと、アメリカの学生の中にも感じたこ

とですが，やはりそれは世界共通なのだと今

回確信できたように思います。 

 できればもう２．３年教えてみたかっ

た所ですが，始めから一年の計画でもあり，

主人と娘は「いい経験だったけど一年で充分、

早く帰ろうよ～」という切なる思いで私を見

ていましたので，2010年5月にアメリカに帰国

しました。人生の半ばで迎えた大きな経験で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11 月 17 日から 21 日まで北風の吹く

ボストンに行ってきました。今まで何度も

ACTFL の学会に参加しましたが、今回ほど忙

しく充実した時間を過ごしたことはありませ

んでした。というのも、オクラホマ大学の藤

本純子先生からのご推薦で、今回の学会から
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二年間、NCJLT の役員という貴重な経験をさ

せて頂くことになったからです。 断片的では

ありますが、NCJLT の新役員として参加した

今年の ACTFL の学会についてお知らせて頂

きます。 

 

NCJLT スポンサーのセッション 

ACTFL でのNCJLTの役員の仕事の一つとし

て、NCJLT スポンサーのセッションの進行を

担当するというものがあります。実際にする

ことは、発表者のの紹介、発表時間のタイム

キーパー、テクノロジーサポート、発表の評

価用紙の収集などです。私の担当したセッシ

ョンの中に、幸運にも AATJ 会員のフォード、

ウィルソン両先生の発表があり、shadowing

についての先生方がなさっているプロジェク

トの内容と成果について勉強させて頂きまし

た。この発表のタイトルは、”Shadowing” as a 

Tool to Improve Listening, Speaking, and 

Grammar で、その shadowing の効果は統計

的にも証明されたという内容でした。発表後

に質疑応答の時間がありますが、そこでも多

数の聴衆者からの質問があり、shadowing を

自分の授業に取り入れてみたいと思った先生

方が多いことが分かりました。AATJからは、

その他にも、会長のバークソン先生のご発表

もありましたが、残念ながら他のミーティン

グがあり、私は参加できませんでした。ほか

にも幾つかのセッションに参加させていただ

きましたが、中でも George Mason 大学の 

Sufumi So 先生のご発表で紹介された 

dictogloss という指導法に大変興味を持ちま

した。典型的な dictogloss を使った授業では、

教師が一段落程度の短い文章を読み、学生は

後に自分たちが聞きながらとったメモを基に、

教師が読んだ文を再生するというアクティビ

ティーです。このアクティビティーではリス

ニングやライティングの力を伸ばす効果があ

るだけではなく、学生は再生の作業を行うと

きに外国語習得に役立つ色々なストラテジー

を使っているということも分かっています。

再生の際には、ペアやグループでその作業を

行わせることが多く、So 先生は、その学生間

のメタトーク、つまり、文法や語彙に関する

話し合いに強く関心を持ち、今後その研究を

続けていたいと発表していらっしゃいました。 

 

NCJLT のミーティング 

学会の間中、数回の NCJLT 役員のミ

ーティングが行われました。役員の皆さんは、

全米中に散らばってお住まいで、メールのや

りとりやネットミーティングは頻繁に行われ

るものの、顔を突き合わせてミーティングが

できるのは年に二回しかないため、そのうち

の一回である ACTFL の間に色々なことが話

し合われます。私にとって初めてになるミー

ティングで、役職が確認され、私はこれから

二年、NCJLT のウェブマスター、お知らせ（ニ

ュースレター）エディターに就任しました。

私に勤まるのかどうか今もちょっと不安です

が、前任のオレゴン、Sheridan Japanese 

School の Andy Scott 先生が手取り足取り教
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えて下さり、今、何とか仕事をし始めたとこ

ろです。他の役員の皆さんは多数の州で小学

校から大学までの様々な機関で日本語を教え

ていらっしゃる先生方です。学会の間、フォ

ーマルなミーティングだけでなく、ホテルで

ルームメートになったり、食事も一緒にした

りして、交流を深めることができました。 

NCJLT ビジネスミーティングでは各

州の傘下団体がそれぞれの活動内容を発表す

る機会があり、AATJ 会長のバークソン先生

も私たちのワークショップや弁論大会のこと

などを発表してくださいました。その他、

AATJ 会員のウィルソン先生が Cheng & Tsui 

Professional Development Award を受賞する

という嬉しいお知らせの発表も行われました。

ウィルソン先生、ほんとうにおめでとうござ

います！ 

 

ACTFL Exhibition 

ACTFL の学会では、毎年、大規模の

Exhibition が行われ、出版社や関連会社など

が外国語教育に関する新書や教材などを展示、

販売しています。NCJLT もテーブルを設け、

私たち役員は、空いている時間、そこで新会

員の勧誘や NCJLT の活動内容の説明、要請

のあった学校からの日本語のプログラムの説

明、出版社や関連会社との交流などを行いま

した。私たちは、AATJ の活動のお陰で、地

元で様々なワークショップや勉強会などに参

加できますが、全米には教師会のない大都市

から遠いところで一人がんばっていらっしゃ

る先生が多々おられることがよく分かり、そ

ういう先生方にぜひ NCJLT の情報や活動を

利用していただきたいと思いました。 

 

NCJLT と ATJ の統合計画 

今年の NCJLT の一番重要な議題は、中等教育者の参加者が多く日本語教授法研究を主と

する NCJLT と大学教授陣の日本語学、日本文学などが研究の中心となっている ATJ を、

AATJ(American Association of Teachers of Japanese 全米日本語教育学会)として二年後に統合す

る計画についてでした。この議題のために特別のインフォメーションセッションも行われました。

この統合の実現が決まった場合の NCJLT の対応について色々な意見が交わされました。実は、

今年の夏、私のほうに役員勧誘のお話があったときは、もうすでにこの統合がだいぶ決まってお

り、このことを踏まえた上での役員の要請でした。色々なことが未定の状況ですが、こういった

過渡期にかかわり、新しい経験をさせて頂けることを幸運に思います。もうすでに NCJLT の会

員になっていらっしゃる先生方も多いと存じますが、NCJLT への勧誘と言う意味で、私がこれか

ら管理する NCJLT のウェブサイトを載せたいと思います。http://www.ncjlt.net/ アクセスして見

てください。 

 

http://www.ncjlt.net/
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ePortfolio 2.0 

 

  真理子・菅原・ブラッグ 

  Mariko Sugawara-Bragg 

 

 ２０１０年１０月１日と２日にＡＺＬＡカ

ンファランスがありました。２日目のＡＳＵ

の先生方（フォード先生とウィルソン先生）

のセッションに出席しましたので、その報告

をいたします。 

 このセッションの題は「ePortfolio 2.0」

で、１９名の参加者があり、とてもためにな

るものでした。ポートフォリオは個人（学生）

の作品（成績）のフォルダーであるというこ

とで、それを以前は紙の上でしていたものを

インターネットを使ってするようにしたとい

うことでした。 

 フォード先生とウィルソン先生の指導する

ポートフォリオでは、学生個人個人が自身の

学習目標を書かなければなりません。そして、

学期の最後にはそれについての反省も書き加

えます。 

 学生は自分のポートフォリオの中に入れる

ために、学期中に自分の作品（作文やプロジ

ェクトなど）を集めておきます。サイバース

ペース内でのテスト内容の流出などを懸念し

て、テスト関係のものは ePortfolioには入れ

させません。今回のセッションでの発表中に

私たちに見せてもらえた学生の ePortfolio

はＪＰＮ１０１の学生のものでした。学生の

作品がどのように入れられるかの説明があり

ました。この ePortfolioを見ることで、１０

１の学生が学期中にどんなことをしているか

がよく分かりました。例えば、日本人にイン

タビューしたり、シャドーイングをして読む

力を伸ばしたり、リビューセッションで文法

の知識の再確認をしたりしていました。 

 この ePortfolio は夏の

コースが広島で行われた２

００３年に始めたそうです。

インターネットを使っての

ことだったので、アメリカ

にいる学生の家族が自分の

息 子 や 娘 の 作 っ た

ePortfolio にアクセスす

ることによって、日本での

勉強・生活がどんな様子な

のかを容易に知ることがで
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きました。ePortfolioには写真やビデオが入

れられます。写真には日本語でキャプション

を入れ、ビデオについても、その中で話され

ている日本語を学生が書き起こしていて、ポ

ートフォリオを製作している間に学生が日本

語を使う機会がかなりあることが分かりまし

た。作文についても、初めのドラフトから最

終のものまでスキャンして載せることで上達

の具合を記録することができます。 

 このポートフォリオのプロジェクトは、

ePortfolio を作ることによってテクノロジ

ーの習得に役立つのはもっともですが、それ

が主要目的ではないということが念頭に置か

れています。 あくまでも言語の学習が主要

目的なのですから、できるだけ簡単に

ePortfolio が作れるようにテンプレートを

使って、学生に苦労させずに ePortfolioを作

らせています。 

 ePortfolioを ePortfolio 2.0 にしたのは

２００９年からだそうです。Google Sites を

使って、学生が作っているポートフォリオに

教師側がコメントを書き込んだり、校正した

りすることが簡単に出来るとのことでした。

教師が学生をよく知ることができ、学生との

コミュニケーションがとり易いなどの利点も

挙げられていました。その他の ePortfolio

の Pros としては、色々なものを保存するこ

とができること、学生のモテベーションを高

めることができること、等がありました。Cons

としては、テクノロジーに頼らなければなら

ないこと、インターネットが必要であること、

作り易いが失い易いこと、指導が必要なこと、

テクノロジーが得意ではない学生もいてその

ような学生はやる気をなくしてしまう可能性

があること、等が指摘されていました。学期

の最後にとるアンケートで、約半分の学生が

ePortfolio からの利点を感じ

ていることが分かったとのこと

でした。 

 この ePortfolio を公開して

実施する場合には、プライバシ

ーの問題などまだ色々と考えな

ければならない点があるのは確

かのようですが、とてもおもし

ろいプロジェクトだと思いまし

た。 
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Member News: 

 

Brad Wilson-sensei, of ASU, was awarded the prestigious Cheng and Tsui Professional 

Development grant at the ACTFL conference in Boston in November.  Congratulations, 

Wilson-sensei! 

  

Lisa Berkson-sensei, Dobson High School and AATJ President, won the “Best of Arizona” 

award at the AZLA Fall conference and will be presenting her session, “Engaging Students 

through Differentiated Instruction: Lessons for the Japanese classroom,” at the SWCOLT 

conference in April in Ft. Worth, Texas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Grand Prize Winner for 21st Annual Arizona Japanese Speech Contest 

 

Due to unforeseen circumstances, the Grand Prize of the 2010 Japanese Speech 

Contest has been awarded to the runner-up, Justin Lee of University of Arizona.  Lee-san 

competed in Category A with a speech titled “My Life” 「私の生活」. Lee-san recently 

graduated from the University of Arizona and is now working in Los Angeles.  He plans to 

travel to Japan in time to see the cherry blossoms this spring. We look forward to reading 

his article in a future AATJ Newsletter.  This is the first time in the history of the Speech 

Contest that the Grand Prize has gone to a Category A student. Congratulations, Justin! 
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アリゾナ学園運動会 

Kelly Moeur 

 

「よーい、ドン！」 赤組ガンバレ！白組ガンバレ！の掛け声の元、第１９回アリゾナ学園運動会

が開催された。生徒、家族、約３５０名が参加し、青空の下でそれぞれの競技におもいっきり体

を動かし、楽しい一日を過ごした。 

 

生徒入場     

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

              綱引き 

                               優勝カップ 

                 パン食い競走 

 

 

 

 

 

アリゾナ学園のプロフィール 

 

科目：国語、算数・数学、 

社会、理科 

 

生徒数： ２２６名 

 幼稚園部：５５名 

 小学部：１２０名 

 中学部： １４名 

日本語部：３７名 

 

教員：１８名 
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「鳥居さんからのおたより」 

 

今回の日本語教師募集の要項を拝見しまして、ペンシルバニアでも都会ではこうして立

派な日本語のクラスがあるんだなぁ、とうらやましく思いました。 

と、同時に、私達が住むこの田舎の学校にも、いつか日本語のクラスが出来る日が来るのではな

いか・・というささやかな希望も持てました。だって同じ州内なんですからね。ちょっとこじつ

けだけど・・（笑）。 

ペンシルバニアということでフォード先生がこうして私のことを思い出してくださって、

わざわざ情報を知らせてくださったこと、本当にうれしいです。感謝しています。ありがとうご

ざいました。 

 

日本語や、日本文化をアピールする為に、子供達の幼稚園や小学校に出向いて紙芝居を

読んだり、折り紙をしたり、ささやかな活動は常にしています。 

それから、地元の公立中学・高校の先生対象のセミナーにたまに呼ばれて、ここでも紙芝居や日

本の文化を紹介し、それを授業（例えばReadingなど）に取り入れてはどうか、という提案をした

りもしています。 

昨年夏には夫の大学が開催する子供向けのサマーキャンプで、『Journey to Japan』と

いう中学生対象の日本語と日本文化を学ぶクラス（１週間）が設けられ、私がそのクラスを教え

ました。 

主催者から『机上の勉強』というよりは『体験学習』にしてほしい、という要望があり、

いわゆる語学としての日本語は自分の名前を書いたり、あいさつを覚えたりぐらいにとどめまし

た。その代わりに、書道、折り紙、日本の昔の遊び（けんだま、おはじき、だるまおとし、かる

たなど）をしたり、笹飾りを作って七夕を祝ったり、紙芝居をみんなで読んだりしました。他に、

アニメを見たり、いなり寿司を作って食べたり、夏休みなのでラジオ体操もしました。（ラジオ

体操はアメリカ人の子供達、みんな笑っていましたけど・・） 

それから、アンジェラ・アキの『手紙-拝啓１５の君へ』という歌を英訳し、みんなで歌

いました。これはキャンプに参加した子供達もちょうど同じくらいの年なので、歌詞にとても共

感してくれたようで大変好評でした。私は日本のポップミューックが大好きで、いつかアメリカ

の子供達と一緒に歌ってみたい、と思っていたのでそれがかなってうれしかったです。今年は、

キャンプ対象の子供達が小学生なので槙原敬之の『世界で一つだけの花』を歌おうかなと今、考

えているところです。 
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この夏は、同じ内容で対象を小学生にしたクラスが設けられ、また私が担当することに

なっていて、今から楽しみにしています。 

いつか、この小さな活動が、この近辺の学校の日本語クラス開設につながるといいのですが・・。

厚かましいお願いですみませんが、もしAATJの皆さんが「私のクラスでこんなことをしたら楽し

かった」というアクティビティーのアイデアがあれば、今年のサマーキャンプの参考にさせて頂

きたいので、ぜひご一報頂けるとうれしいです。私事ですが、ペンシルバニアの教員免許はもう

尐しで取れそうです。 

試験はめでたく全て合格しました。（やった～！）それでも、ペンシルバニアはアリゾ

ナよりも、教員資格の為の必修教科の科目数が多く、私はあと英文学と数学を１つずつ取らない

といけません。この春学期にまず、英文学を取りました。つい先週ファイナルリサーチペーパー

を提出し、やっと学期が終わったところです。（ほっ・・）１０年ぶりに大学に戻り、久しぶり

の勉強はなかなか大変でしたが、もう１度勉強するというのはいい刺激になりましたし、充実し

た毎日でした。 

他に、春学期は夫の大学の教授が１人夏に日本へ行くからということで、私が日本語の

プライベートレッスンをしており、昨年から教えている高校生のレッスンも含め、週３日は日本

語を教えていて大変忙しかったです。それでも、やはり日本語を教えるのは楽しいです。もちろ

ん難しくて、頭を悩ませることもたびたびありますが。 

今までずっと家に居た私が急に忙しくなってしまって、子供達には尐しさびしい思いを

させる時もあり、子供なりに我慢していた時もあったと思います。でも、「お母さん、勉強がん

ばってね」とか「日本語のレッスンがんばってね」とか言ってくれて、励ましてくれてうれしか

ったです。まだまだ子供が小さいので、ささやかな仕事しかできませんが、これからもこの小さ

な町で日本語や日本文化を伝える活動をがんばっていきます。 

とにかく、日本語や日本文化を教えるにしても、ここではほとんど情報がなく、相談す

る相手もいないので（涙）、もし実際に日本語を教えておられるAATJの皆さんから生の声で何か

アイデアを頂けるなら本当にうれしいです。「いつも１人でやっていると寂しいのよね・・」（笑）

という私からのわがままなお願いです。 

 

AATJの皆さんにどうぞよろしくお伝えください。 

 

鳥居純子 
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The Japan Council—a group of ASU faculty members who have a professional 

interest in Japan—organized a series of talks on the ASU Tempe campus in 

observance of International Education Week, November 15-19, 2010. The Council 

plans to make this lecture series an annual event. 

 

The talks drew a total of about 150 people.  The speakers and their topics were: 

 

Sherrie Beadles, art collector, and Laurie 

Petrie-Rogers, historian and art collector, 

discussed Lasting Impressions:  

Japanese Prints from the ASU Art Museum.  

 

Beadles and Petrie-Rogers presented “Interpreters of the East: Western Women 

Artists in Early 20th Century Japan.” The discussion compared and contrasted the 

work of four Western women artists who studied traditional Japanese woodblock 

printmaking in Japan in the first decades of the 20th century with the work of key 

Japanese artists of the “shin hanga” (new print) movement. Pioneers of Japonism, 

the woodblock prints of these female artists would serve as an early cultural bridge 

between two worlds. 

 

Tony Chambers, Professor of Japanese 

"On Translating Japanese Fiction, Old and New."   

 

He discussed challenges and strategies in translating classical, twentieth-century, 

and contemporary Japanese fiction by Ueda Akinari (18th century), Tanizaki 

(early-mid 20th century), and Hirano Keiichirô (contemporary). 

 

TALKS IN JAPANESE STUDIES, IN OBSERVANCE OF 

INTERNATIONAL EDUCATION WEEK 
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Paul Kei Matsuda, Associate Professor of 

English and Applied Linguistics 

 

"「キサマはオトコじゃろ！」 :  Negotiating Social 

Identities in Japanese Online Written Discourse." 

 

His talk was sponsored by: 

Applied Linguistics Student Organization 

College of Liberal Arts 

Department of English 

Japanese Graduate Student Association 

Symposium on Second Language Writing 

 

Sybil Thornton, Associate Professor of History 

 

"The Cinematics of the Kabuki Stage," on the relationships between the Kabuki 

theater and film. 
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AATJ Financial Report 2008-2009

Beginning Balance: September 2009 $20,722.60

RECEIPTS:

AATJ membership fees (+ AZLA & NCJLT) 1,440.00

Workshop Fees 1,440.00

Gifts, Grants and Contributions 6,936.53

Interest from saving & CD account 39.01

TOTAL $9,855.54

EXPENSES:

Expenses, 2009 Speech Contest 4,668.49

AZLA/NCJLT membership fee 690.00

Workshop Expenses 2839.90

Meetings, printing, mailing, phone bill, etc. 1,031.58

Non-profit filing fee 10.00

Bank service charge 35.00

TOTAL $9,274.97

Ending Balance: August 31, 2009 $21,303.17

編集後記 

 

Thank you once again for everyone’s contributions to this newsletter. 

The AATJ Board Members would also like to give special thanks to 

Chieko Yamada sensei for all her hard work as Newsletter Editor and 

for her many contributions to the AATJ.   

 

本当にありがとうございました！ 

 

AATJ Newsletter Editor 

Ayed Hasian 
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ARIZONA ASSOCIATION OF TEACHERS OF JAPANESE 

MEMBERSHIP APPLICATION FORM (September 2010-August 2011) 

 

Your AATJ membership fee includes membership in AZLA (Arizona Language Association).  The AATJ membership year 

starts September 1 and ends August 31.  Please submit your application and payment by August 31.   

 

If you wish, you can take advantage of AATJ's affiliation with the National Council of Japanese Language Teachers 

(NCJLT) and join that organization for an additional $15.  For information about NCJLT, visit <http://www.ncjlt.org>.   

 

On the lines below, please provide your information.     

                   
Name: English                             Katakana /kanji (for Japanese names)  
 
E-mail address  
Home address 
 
  
street                                                         city                state      zip       
 
Home phone number   Cellular phone number   
 
Home fax number   
 
School/Business name  
School/Business address 
 
  
street                                                        city                  state     zip  
 
School phone number  School fax number  
 
Your position (such as Instructor, Faculty Associate)    
 
Please check your preferred mailing address:  Home address     School/Business address   

 
Please list any contact information you would NOT like published in the AATJ and AZLA directories: 
 

  

 

  

Below, please check the appropriate box on the left plus any applicable boxes on the right, and then write in the total 

amount you are sending with this application form.  (Note:  Active and Patron Membership come with voting and holding 

office privileges, but Associate and Student Membership does not come with voting or holding office privileges.) 

 
  Active Membership Fee ($25)      NCJLT Membership Fee (Optional) ($15) 
  Associate Membership Fee ($20)   Overseas Member Fee (Additional) ($10) 
  Student Membership Fee (for full-time students only) ($15)   Donation ($      )  
  Patron Fee ($25 or more) 
 
Total $     
 
Make your check payable to AATJ and send with this registration form to:  AATJ 

 c/o Chieko Okubo 

 NAU P.O. Box 6004 

Flagstaff AZ 86011. 
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Upcoming AATJ and other events: 

 

Feb 6 2011 (tentative): 13th Annual Tohsaku Workshop, Web 2.0 Part 2, at ASU 

 

Feb 26 and 27:  Matsuri, in Heritage and Science Park, downtown Phoenix 

 

March 5: AZLA one-day mini conference at Phoenix College 

 

March 6: Professor Seiichi Makino, Princeton University, workshop on Content-Based Instruction 

using “Sen to Chihiro no Kami-kakushi”  「千と千尋の神隠し」, at ASU (with support from the 

Japan Foundation) 

 

April 7 - 9: SWCOLT, Fort Worth, Texas 

 

April 17: 22nd Annual Japanese Speech Contest, at NAU, Flagstaff 

 

Ayed Hasian 

AATJ Newsletter Editor 

1400 N. Alma School Rd. #218 

Chandler, AZ 85224 


