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CATJ28 Post-Conference Survey Results (all data based on 143 responses) 
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28 of the respondents indicated that they would not have been able to attend at all if the 

conference were not online. 7 said the fact that the conference was free was pivotal. 2 mentioned 

that, because they were adjunct faculty with no travel funds, the fact that the conference was both 

free an online made it possible for them to attend. Many survey respondents requested that future 

conference be online as well. 
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Among those that reported difficulties, some recurring issues were: occasional interruption of 

audio/video (3), trouble joining the sessions (2), WiFi issues (2), and time difference (3). A very 

large number of respondents remarked on how smoothly the conference was run and expressed 

their gratitude. 

 

 

What aspects of the theme interested you in attending? 
the conference theme, "diversity" 

The theme of "Diversifying Communities" aligned well with my focus on intercultural communications 

プログラム・デベロップメント、教室活動 

Diversityは今とても重要なトピックだと思っていました。私のクラスには色々な人種の学生、LJBTQ

の学生、Disabilityがある学生など様々で、その多様性に対応しなければいけないと常々思っていまし

た。 

Diversity and inclusion in the Japanese teaching profession as well as in the curriculum 

多くの人が気がつかない内に差別をしている事 

The conference theme matches my professional and personal interests 

D&I, Blended courses 

授業に多様性に関するテーマを取り入れたいと考えていたので、他の大学の先生方の実践例に興味が

ありました。 

普段自分があまり意識的に考えていませんでしたので、考えるいい機会となりました。 

多様性、ブレンド型授業など 

多様な背景・興味・目的を持つ学習者への日本語教育、という部分。 

Diversity 

In Diversifying communities 

I loved the theme of diversity and inclusion. I was sold by that. 

多様性の定義とそれをどう授業に生かすか。 

Yes, 20, 14%

No, 123, 86%

Were there any difficulties with the online format?
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タイムリーであること、自分自身の興味 

オンライン・ハイブリッド授業、多様性 

How to reflect diversity and inclusion in Japanese teaching 

多様性、ネイティブスピーカーバイアス 

最近、あちこちで語られているテーマであり、CATJ, AATJなどでも話題になっているので、皆さんが

どのようなアプローチをされているのか知りたいと思いました。 

Diversity is mentioned a lot at school and I have a diverse group of students. 

a variety of practical information 

The diversification of teachers, students, JFL learning, and the world needs to be addressed at the level of the 

profession.  As a specialist in literary studies who is an L2 speaker of Japanese, I was curious to hear from my 

colleagues in the profession about "diversity"多様性 

Building "connection" among learners, relevant content (through language and culture), and people of diverse 

grounds in the communities and world.  

特に diversityと inclusionについて、日本語教育にどのように関わるのかについて興味がありました。 

Diversity and Inclusion に一番興味がありましたが、他の先生方がされている授業のプロジェクトや内容

などもとても興味深かったです。望月先生の発表、とても興味深かったです。10分しかなかったのが

残念でした。 

I have attended some online webinars offered through AATJ and ACTFL, so when I saw that this conference was 

being made available online for free I thought I would like to attend. I probably wouldn't have attended this 

conference in person since I am not in this region, so this was a great opportunity for me to be able to hear a 

variety of presentations on Japanese language education and diversity (from many different perspectives). 

他校でされていらっしゃるカリキュラムについて参考になること、また考えさせられることが多かっ

たです。 

多様性というテーマに惹かれました。教室の中で教えるにおいても教師が常に認識していなくてはな

らないことですが、気づいていないことが多いと思います。 

I initially attended due to the fact that it was virtually possible.  However, diversity and inclusion is a vital theme 

and I am so invigorated to hear it applied in Japanese language education.  

多様化する学習者、教授法 

アメリカの日本語教育コミュニティーにおける多様性へのアプローチがどのようなものなのかという

側面と、現場での実践報告。 

Diversity 

実践的な内容と日頃のティーチングについてのリフレクションの両方があったところ。 

The these of  "diversity" and "inclusion" is intriguing, considering that we have more and more students with 

diverse background. 

多様性と画一性のバランスをどうとるかについて考えさせられました。 

多様性というのは、教科を問わず対応して行かなければならないポイントだと思ったので。 

様々な発表が自分の興味のあるトピックだったため 

diversity and inclusion 

日本語教師は世界市民として平和運動の最前線に参加する戦士である」という点です。 

日本語に限らず多くの分野で、教育の多様性や多面性、それに伴う教師側の柔軟性や教授法の変革の

必要が迫られています。今回発表をされる先生方が、どのような形でこうした問題を考えられ、対応

されているかを聞いてみたいと思いました。 

大会テーマそのものへの関心と高校の先生方との交流の機会が設けられるという点で参加を決めまし

た。 

Emphasis on Diversity and transition to On-line learning 

diversityという観点、そして遠隔教育になったことで、これまでのやり方を見直さなければと思って

いたので、様々な pedagogy関係の発表に興味を持ちました。 

1) 森先生のプレナリーのトピック：次世代の日本語教育；2) Diversity and inclusion 

Diversity and inclusion 

How to connect Japanese language education with the student's life in the current/real  world.  Content Base 

Instruction.  
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Diversityを色々な側面から考える必要性があると感じました 

多様な発表者とトピックス 

I am very interested in issues related to diversity and inclusion and also how we can bring those into Japanese 

language classes more effectively. 

多様化、日本語教育のカルキュラム変更の試み。 

Diversity, inclusion, teaching Japanese in the new era 

言語、学習者および教師の多様性とインクルージョン。 

多様性の中での日本語教育 

Inclusivity-how to.  Because of my lack of knowledge about CATJ (this is my first time attending it) and on the 

theme, I was just curious about the general aspect of it. 

Japanese language teaching/education 

以前から多様性を尊重すること、多様性を授業に取り入れることに興味を持っていました。 

Very fitting theme b/c remote learning requires instructors to be more sensitive and aware of different situations 

students are in. 

diversity  

diversity, in many ways.  

Blending instruction/new curriculum design. 

学習者の多様性 

Wide range of teaching or language ideas or philosophy  

All in general 

多様化、という点 

The chance for K-12 and University level teachers to work together. 

学会のテーマそのものに興味を持ちました。 

多様化する学習者・学習環境にどのように対応していくか、という側面です。 

I was particularly interested in the concepts of diversity and inclusion, as well as online teaching which are all 

critical in my teaching today. 

多様な学習者、将来の言語教育 

Honestly speaking, what made me decide to attend this conference was not the theme, but I just wanted to interact 

with CATJ teachers and what they are doing for teaching. 

時代に合わせたカリキュラムの改善と授業のオンライン化 

Being able to meet and listen to teachers and professors from around the nation.  

How to bring in the issue of diversity in class and also the issue of diversity in our profession 

The topic about Diversity  

現在、自分の周囲にいる非母語話者教師の葛藤に向き合うヒントがあればと思って 

Diversifying bit of the theme as well as brining the Ss to the next level bit. 

The continuing questions around "inclusivity" that I've been engaged with critically for quite some time, but still 

seems to be "new" in Japanese language education. 

I have been trying to level-up on D&I not only in my teaching, but in life in general, and I wanted to see what 

everyone had to contribute to this effort.  

実践報告が多い点 

日本語教師としてどのように学習者の多様性と向き合うのか。また、ラウンドテーブルでの意見交換

は非常に有意義であった。 

Diversity 

メインテーマである diversity 

教育の場面における多様化について 

I have been interested in this theme. 

多様性や地域との連携を重視した実践報告に興味を持ちました 

Learning environments have dramatically been changing in the last 20 years primarily driven by the advancement 

of technology. I was interested in learning how colleagues around the U.S. are dealing with these rapid changes. 

多様化社会が進んでいるので、その中での日本語教育ということで、学会のテーマ全体とそれに関わ

るそれぞれの研究内容に興味を持ちました。 

Diversity 
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年が経つにつれて,日本語教育も段々多様化していると思ったので。 

まずは、豪華なキーノートスピーカーの顔ぶれをみて是非参加したいと思いました。 

多様化する学習者が増え一斉授業で対応しきれない部分をどうしたらいいか、という点について。 

the theme "inclusiveness" 

グローバル化により言語教育は、ほかの分野とのつながりあいが大事で、更に私たち自身も進化し続

けなければ、一層困難な課題に直面するのではと思いました。 

How other programs and instructors are tackling with diversities in their classrooms and learning about issues and 

views that I have not been aware of 

Diversity 

自分自身、以前と同じやり方では行けないと思いつつ、なかなかどうすれば良いのかが見えてこなか

ったので非常に興味深いテーマでした。 

一人の先生のだけではなく、いろいろな大学の素晴らしい先生方の発表が拝聴できたことです。 

Diversity 

The themes that interested me were differentiation, assessment, and Azama Sensei's lecture. 

I was particularly interested in the challenges of maintaining and growing existing Japanese language programs 

and recruiting and nurturing the next generation of teachers.  

since it's a timely topic 

community service report 

Azama Sensei's keynote talk.   

日系人以外の様々な ethnicitiesが、私の日本語の授業を選択しているから、diversityについて考えるト

ピックに興味を持ちました。 

多様性は、日本語教育だけでなく、大学教育、そして、社会全体を考える上で欠かせないことですの

で、日本語教師としてどのようなことができるのか知りたく思いました。 

多様性 

大学レベルでは問題意識や実践があるけど、日本語教師会では取り扱われていないものだから大切だ

と思った。 

since it's a timely topic 

community service report 

Azama Sensei's keynote talk.   

日系人以外の様々な ethnicitiesが、私の日本語の授業を選択しているから、diversityについて考えるト

ピックに興味を持ちました。 

多様性は、日本語教育だけでなく、大学教育、そして、社会全体を考える上で欠かせないことですの

で、日本語教師としてどのようなことができるのか知りたく思いました。 

多様性 

大学レベルでは問題意識や実践があるけど、日本語教師会では取り扱われていないものだから大切だ

と思った。 

Diversity  

the focus on gender inclusivity, I teach a lot of students who are interested in this topic 

様々な分野の発表があり興味を持ちました。 

It was very "timely" to talk about diversity in Japanese language education. I was interested how other educators 

bring diversity into their classrooms. 

今日（こんにち）、「多様性」というテーマは避けて通れない、考えることをやめてはいけないと思い

ます。 

I really appreciated all of the different ways that the presenters interpreted the definition of "diversity." There are 

so many terms in Japanese that are used to describe diversity, words that I do not use in every day teaching. I 

appreciated the chance to learn language related to this topic.  

ハワイはとてもダイバーシティな場所です。生徒達も近年様々なラーニングスタイル、そして、嗜好

（ジェンダー、なぜ日本語を取得したいのか、など）も変わってきています。 

今の生徒達に対応できる、そして、これからのウィズコロナの時代に適応できる日本語教育を模索し

ています。 

多様性を重視した教育全般に興味がありました。 
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今後の日本語教育の方向性について 

昨今の多様になった学習者に対しての日本語教育のあり方 

現状にあっているという側面に興味を持ちました。 

How to teach Japanese Language in the diversity communities.  

All. 

実際の教育現場での実践 

インクルージョンという点で、包摂するというのは、誰が誰をどのように包摂するのかということを

考えて行かなければならないと思いました。既存のカテゴリーにとらわれない、多様性とインクルー

ジョンのあり方を考えたいです。 

新しいカリキュラム、漢字テスト、AZAMA先生のお話 

あまり知らないトピックなので、勉強したいと思いました。 

ほとんど全ての発表に関連したテーマ（例：Community Involvement, Blended learning, critical thinking）

です。 

Methodology 

自分のプログラムに L2 speakerの TA（文学）が多数いるので。 

多様性というトピックを、学習者のジェンダー、ニーズ、学習環境の変化、世代、などさまざまな観

点から捉えているところに興味を持ちました。 

Diversity 

日本への留学生にも、様々な文化背景、学習スキルを持った学生がいますが、近年さらにいろいろな

点において多様な学生が来日していると感じていました。また covid19の影響で、授業の形態も多様

化してきている今、多くの先生方の取り組みを聞いてみたいと思いました。 

ことばの教育の可能性を探っている点、多様性と包括性に焦点を当てているところ 

Because I did not have any concrete ideas that I can apply to my class although diversity and inclusion are 

advocated everywhere.  

多様性について 

Service Learning 

秋学期からのリモートインストラクション用にカリキュラムを考える際に参考になる情報があった。

またカリキュラムの改変を機会に、プログラムのミッション、これまで授業で行ってきたタスク、ア

セスメントなど長期的に改良していく際のヒントになりそうな情報も得られた。 

Diversity. I believe the talks were nice. 

Diversity. Hybrid course structure. Relevant content teaching. Curriculum re-design. 

Teaching at a title one high school with the majority of the student population being minorities, this conference 

complimented my teaching goal of reaching out to these students. 
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How will your teaching be affected going forward? 
Some instructional materials and approaches are definitely useful and applicable to my teaching. 

Sharing and learning from teachers with similar interests or teachers with new idea that I might apply to my own 

future classes 

色々あり、ここでは書ききれません。 

これからカリキュラムを見直す時に使います。 

9月からの授業に役に立ちそうな物をいくつかいただきました。 

I will definitely continue my effort to develop content-based courses beginning with JPN101 

Develop or adjust my courses accordingly 

今後授業で多様性について学生に考えさせる機会を持ちたいと思います。 

まだはっきりとどのようにとは言えないのですが、これからどのように取り入れていけるか考えてい

きたいと思います。 

授業のオンライン化にすぐにでも生かせるよう消化したいと思っております。 

これまで自分が行ってきた活動や見方を見直す好機になりました。学生との接し方、今後のコースデ

ザインに活かしたいと思っています。 

素晴らしいアイディアを頂きました。今までやってきた事をもう一度見直す非常にいい機会になった

と思います。当たり前をもう一度見直す、早急な判断を一時見送るなど、今まで考えてこなかった部

分に焦点を当てて自分の日本語教授を見直そうと思いました。 

はい。ハイブリッド（ブレンド型）に移行する予定なので、そのための実践例、アイディア、学習理

念等、学ばせていただきました。 

I learned so many various strategies and tools that I can use in my teaching! I am excited to try them out in the 

fall, no matter what happens! 

オンラインの授業の活用、日本語教育とコミュニティーとの関わり。カリキュラム 

この 2日間で、数年分の学びができた気分です。学んだことが多く、ひとつひとつは書ききれません

が、Keynote speechや個別発表で伺い、共感した考え方や活動を、すぐにでもコースに取り入れたいと

思います。 

カリキュラム、今後の授業法、多様性への意識 

Some of them will be implemented in my teaching 

ネイティブスピーカーバイアス・言語イデオロギーや、初級の教え方（blocked→体系的）の話題は、

今後の私の日本での教員養成にも大変重要な観点になりそうです。 

カリキュラム作成、日々の教案、求人など、多くの面に影響をもたらすと思います。 

I got many good ideas. 

It certainly encourages me to review my teaching. 

I think 花井先生の発表 directly addressed another question I have had in my head of how to pivot to online 

teaching materials.  After COVID-19 forced me to take my teaching entirely online, I realized that teachers are in 

many ways replicating a paper-based textbook in an online format through videos, explanations of grammar, 

usage notes, etc.  Although とびら and げんき have released new textbooks this year, releasing them in paper-

form seems to not meet the needs of the diversification of teaching and learning.  Also, Azama-sensei's 

presentation also made me rethink my approach to teaching introductory-level courses and how we can do great 

reflective and emancipatory activities from the very first day of a beginning Japanese class.   

I'd like to expand "common topics or themes" of the lessons I have used in the past to more "relevant topics or 

themes" that will resonate with students.  I hope it will help them make deeper connections with contents while 

learning how to use language with awareness of cultural perspectives, including their own; and that it will equip 

them with tools for tolerance and skills to effectively communicate with people of diverse backgrounds.   

実践的な報告の中には今後の自身の授業に活かしたいものがあったことはもちろん、リサーチでは

様々な可能性を感じ刺激を受けるとともに、今後研究できそうなテーマについてのヒントもいただき

ました。 

色々と考えさせられたので、来学期の準備の時に変えられるものは変えていこうと思います。 

I'm inspired by hearing so many speakers who are working individually at their institutions to support their 

students, and it helped me not to get too discouraged by setbacks (e.g., lack of institutional support--cuts to 

funding, etc.) and to try to keep up my own efforts to do what I can at my own institution (small liberal arts 
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college). I was also inspired by these amazing these collaborations/sharing of experiences among other Japanese 

language educators are, and has inspired me to think creatively about my pedagogy, online/hybrid models, 

recruitment/follow-up, and many other issues. It helped me to think about my own goals/aims as an educator, 

inspire me to experiment with different forms of teaching that are directly relevant to today's students, and 

consider my work as one contribution within the larger field of education. 

具体的な例を自分の授業やカリキュラムに取り入れたいと思います。（例、コンピューターのツール、

教室外活動など） 

学生にもっと考えさせる授業にするためのヒントになることがたくさんありました。教師主導になり

がちなのですが、それを変えていきたいです。 

I feel empowered now to teach more confidently in all areas. Before this conference, I felt crippled by my NNS 

status.  I am so grateful for this conference and this theme in particular at this moment.  

ブレンド型学習を実践する準備に役立つ情報を授業の中で生かしていきたいと思っています。 

すぐに現場で参考にできる報告がいくつかありました。また日本で受け入れている留学生たちの本国

での背景についても知ることができたのは有益でした。 

色々な発表で得た知識を（一気に全部変えるのは難しいので）少しずつ今あるフォーマットに落とし

込んでいこうと思います。 

自分自身で決められる範疇が少ないので、どの程度可能か未知数だが、実行できるところはすぐに取

り入れたいと思う。 

All presentations were inspirational and informative, and I gained some new ideas. I hope to incorporate new 

activities into my classes which could be more accommodating to different needs of the students.  

教師個人が持っている正しさの基準を相対化しながら、学習者と向き合いたいと思います。 

秋学期からもオンラインになるかもしれないので、新しい情報を色々と取り入れて行きたいと思う。 

とても役立つ情報が多く得られました。 

実は既にリタイアしていますので、現実にクラスでの授業への影響という側面はありません。 

例えば、ハイブリッド（ブレンディッド）授業ですが、私は（私立の）高校で教えていますので、発

表であったものと同じような形での授業は難しいと思います。ですが、高校でもスケジュール・コン

フリクトがあり、希望する授業が取れない学生は多くいて、そういう学生たちのためにインディペン

デンス・スタディーというオプションがあります。今回伺ったお話は、そのような授業形態に活かす

ことができると思います。また、LGBTQに関しては、私自身は何のバイアスもないのですが、特に性

差に関する用語を無意識のうちに使っているかもしれませんので、気をつけて行きたいと思いまし

た。 

花井先生・江森先生の初級カリキュラム再考というアプローチは１年前の AATJ 大会で一番参考にな

った発表でしたし、今回は具体的な実践例も入っていたため、来年度から、できる限り導入したいと

考えています。また、包摂性、ジェンダー、言葉と社会の繋がりなど、初級〜上級まで、これからも

考えていかなくてはいけないテーマをたくさん提供していただけました。 

熊谷先生の基調講演は今後の授業を組み立てていくうえで大きな柱になると思います。日本語を教え

ることは日本文化を理解する手助けでもある、教室の中はミニ日本という考え方から大きくシフト転

換をすることになります。今年から高校で教え始めたのですが、日本語を全くとるつもりもなく日本

にも興味がない生徒たちにどうつながりをもち、興味を持ってもらえるか、自問自答の繰り返しでし

た。 

現在 Distance Learningで年度末を迎えましたが、来年度のハイブリッドへの移行の準備を始めるにあ

たり、真柄先生のお話は AATJのセミナーにつづき、たいへん学ぶところも多く、すぐにでも実行に

移せることがたくさんありました。真柄先生が Teacher Philosophyの見直しを強調されておられました

が、まさにその通りだと思います。 

真柄先生に質問がありましたが、たしかにオンラインのみの授業では従来のテストをそのまま使うこ

とができません。CaryBorn先生のお話は生徒に達成感を味合わせ、やる気を起こさせる授業について

のヒントをいただきました。みのべ先生のお話は失礼な言い方になってしまいますが、当たり前の素

材でも料理人の腕にかかるとこんなにも新鮮で（生徒にとって）おいしいものに出来上がるという感

動をいただきました。 

安座間先生、森両先生のお話は teacher philosophyの見直しの上で心するべきところのヒントの宝庫で
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した。とくに私自身が日本語の話せる日本人ということで四苦八苦しながら高校の教員資格を取り、

現場で学んでいる状態なので今までやっていてよかったところ、直していくところの方向性が見えて

きました。大変にありがとうございました。 

日本語教師として日本語を教えることはもちろん、今の学生達に（また自分の大学の学生）に求めら

れる日本語プログラムは何なのか、改めて考えるきっかけをもらいました。 

Yes 

Lot of ideas, hints, and inspiration for the pedagogical shifts that we all must make for the new normal school 

life. 

たくさんのことを学んだのですが、まず中級のクラスのプロジェクトを改善したいと考えています 

秋学期の授業で早速試してみるつもりです。 

遠隔授業、Curriculumの変更、向上、生徒の動機付け、等 

I learned a lot and I plan to use some of the ideas next semester! 

大きな影響があると思います。実践できるものはしていきます。 

More awareness towards diversity and inclusion in the way I teach--overall approach, materials, and the language 

used in class. Methods in remote teaching, if it continues. 

オンラインティーチングはリモートティーチングと違いインストラクショナルデザインが必要だと学

びましたので、秋からの授業のし方を考え直さなければなりません。 

日本語教育の中にある様々な多様性、特に、ジェンダーダイバーシティや多様性を重視した批判的な

言葉の教育の要素を取り入れていきたい。 

It'll be reflected my daily lesson plans.  I have to start from smaller scale changes, but definitely will by trying to 

incorporate some opportunities for all of us to be more comfortable and to have more critical eyes in classroom. 

I think what I have learned will affect how I will prepare my fall courses. 

COVID-19の影響で大きくカリキュラムを変更する必要がありますので、その上でとても参考になり

ました。 

Many practical ideas were presented and I also got some ideas for online apps.  All the keynote speakers were 

extremely informative and inspiring. 

大変有意義・自分のモチベーションを高めることができた 

日本語学習をよりパーソナルにできるように授業での活動や課題について考えていきたいです。 

Some ideas I picked up from others' presentations require big changes, other would require small changes, so I 

would like to start with small changes and tackle big ones when I feel prepared.   

Blending instruction/new curriculum design. 

これまで当たり前だった教室での教授・学習の前提が崩れている今、柔軟に教え方を変えていくと同

時に学習の質も高めていきたいと考えるようになりました。 

I will adapt some ideas I have learned into my own classroom.  

Further inspired to continue the teaching with DI-minded 

取り扱うテーマや素材だけでなく、教師側の思考や決断要素 

I will do my best to incorporate real issues into our "normal" units.  Also, as a non-native teacher, in the past, I 

have felt ignored and looked over, but it was the opposite at this conference.  This was the first time I have ever 

had such discussions about native and non-native teacher situations. 

大きな影響をもたらすと思います。 

実践報告でいただいた情報を授業に役立てたいと思います。 

I think I will be able to have more efficient class as I get knowledge of online teaching methods. And I am also 

able to be aware of the differences the students have based on what I have gained throughout the conference. 

ヒントを色々得ました。将来に向けての改善につながると思います。 

I might apply some presenters' methods of teaching to my teaching next semester, esp. for reading class. 

Student Agencyをもっと尊重した内容と教え方、時代で変わる日本語の使い方への対応 

very important. It was beneficial, and I will use some of the strategies that were taught during the seminar. 

Definitely yes 

I will definitely try to change my teaching to focus on project-based approach.   

教師教育に携わる立場であり、今後どのような資質が求められるのか、それをどうやれば伸ばすこと

ができるのかを再考しながら、今後の教育内容を考えていきたい 
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There were two presentations that I felt were applicable to my teaching, but overall it was interesting to have a 

look at how college professors approach their classes.  Very intriguing. 

I'm not sure that it will effect my teaching directly but it does give me a better sense of "where" Japanese 

language education, as a profession is at this point in terms of these questions. 

多様性や包摂性などあまりいままで深く考えていなかったことについてセンシティブになれると思い

ます。また漢字教育のイデオロギーなど、漢字教育の方法を変えると思います。 

はい。 

Already implemented some of the project ideas for this week’s project (google street view/street, restaurant, gov. 

Adv., etc. signs) 

もっと能動的に 時代に合わせフレキシブルにしなければと改めて意識した 

色々な面への柔軟な考え方、見方、取り組み方 

I will be using authentic materials that bring diverse perspectives. 

コース運営を考えるうえで参考にできる活動がたくさんあったと思います。今後に生かしていきたい

です。 

Learning about concrete project examples such as Prof. Kumagai's magazine project and Prof. Azama's book and 

video projects was most inspirational. I will try to incorporate those activities as wonderful examples in my 

teaching next semester. 

毎日のティーチングに取り入れられるところを改善していくのに使いたいです。 

色々な情報を得られたので、それを今後の教材作りに生かせる、さらにネットワークを広げる機会を

得たので、他の先生方とも交流し、話し合いを通して、よりよい教材作りができると思う。 

教授法といった部分までは影響はないかもしれませんが、レッスンプランを考える際や、ユニットを

考える際に取り入れたいことをたくさん学ばせていただきました。 

直接反映できるかどうか分からないが、言語面を超えた深い学びを得たと思う。 

リタイアしていますので、教授法で生かすことはできませんが、私は地区日本語スピーチコンテスト

の代表を長い間しておりますが、退職しており、現場の環境などの様子を少しでも知ることが大事な

ことだと思います。今回は卒業後/コンテストでの偉業達成後も日本語に興味を持ち続け絵もらうため

にはどんな方法があるのか、大変有意義なインスピレーションをいただきました。発表者の了解を得

て、少数の委員の方にシェアさせていただきたいとお願いしましたところ快諾をいただきました。と

てもよいアイディアをいただくことができて、皆様に感謝申し上げます。 

I am definitely rethinking our standards on hiring practice and I will bring up the discussion about the use of 

"native speaker" in our job description. Also, having students set their goal (their ideal self) by showing examples 

of fluent L2 Japanese learners sounded like a great idea and I will incorporate that for sure.  

To update my teaching curriculum. 

良いことと分かっていても、なかなか同僚の先生方と意見が合わないこともあると思いますので、自

分が作り上げたクラスでまずは試してみようと思います。 

今回の機会を与えてもらって、自分の授業を見つめなす良いきっかけになり、この夏休みに自分なり

に考えてみようと思います。 

Already implemented some of the project ideas for this week’s project (google street view/street, restaurant, gov. 

Adv., etc. signs) 

I was having difficulties Saturday, sometimes I was able to log into a session but I could not hear the audio, or I 

was not able to log into a session with the statement of that person is in another session.  I spent from 6:30 am to 

1 pm trying to access, but with futility.  So overall, I was not able to attend the conference which I was looking 

forward to, so it will not affect my teaching at this time. 

I'm a retired high school teacher and currently coach/mentor K-12 Japanese teachers in various parts of the US. I 

will be sharing what I learned with them.  

yes 

knowing the characteristics of students in this generation 

I will. improve my teaching/materials during this summer. 

多くの大学の先生の発表は、高校で教員をしている私には必要な情報でしたが、実際に高校の教室で

使用できるものではありませんでした。また、CI重視で授業を行っている高校と、そうでは無い大学

の授業とのギャップを感じました。 

学生との関わり方や、教室活動、今後の日本語教育を考える上で生かしていきたいと思います。 
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自分の常識にとらわらず色々な考えがあることを念頭において、柔軟性のある授業を行痛いと思いま

す 

もっと学生一人一人を大切にした授業のしかたを模索したい。（特に COVID-19の影響で秋学期はオン

ラインになる可能性が高いのでなおさら必要な視点だと思われる） 

I was reminded that diversifying the lesson content, delivery, assessments, are important for language teachers to 

stay relevant in the field.  

I've learned a number of things that will help me be a better teacher to my students regarding how to address 

students with different gender identities. 

すべてはかえれませんが、少しずつできることをティーチングに活かせればと思っています。 

どの先生方の発表もインスピレーションを与えてくださいましたが、特に Yo先生がおっしゃられたこ

とを常に念頭に置いて、前田先生が発表されたテクノロジーを実践してみようと思います。 

I was inspired by the ideas of teaching Japanese through social perspectives, and also the ideas for hybrid in-

person and online learning. I am also very interested in attending more AATJ conferences, not just multilingual 

conferences such as ACTFL and CSCTFL. My native language is English (非母語話者) and as a secondary level 

Japanese teacher it was a great chance to use higher level academic Japanese. 大変いい勉強になりました。 

自分のイデオロギーや教え方を今一度見直し、自分の生徒達やウィズコロナでのオンライン教育を構

築していく必要を強く感じました。この夏休みはそのために時間を費やすつもりです。 

ことばの教育を通して人間教育に携わっている先生方がたくさんいることに共感しました。これから

も堂々とそのような授業を展開していこうと思いました。 

今回、諸プレゼンターにご報告いただいた実際の学生の感想や反応などはぜひ参考にさせて頂きま

す。 

「日本語を教える」ということをもっと色々な角度から長期的な目で考える 

教える上で基本的な考え方に影響をもらたすものもありましたし、また、実戦として試してみたい方

法もありました。 

I can find a lot of new ideas for my lecture from now. Thank you so much.  

More informed about "diversity". 

刺激的な内容ではあったが、実践報告を見る限りでは、もう少し伝統的な教授法へのよりもどしがあ

ると思われた。 

オンライン翻訳ツールの可能性について考える良い機会になりました。翻訳ツールが学習者の自己表

現にポジティブな影響を与えるのではないかと考え、今後自分のクラスでも応用を考えて行きたいと

思いました。 

はい、 

自校でできそうな活動を今後の授業で取り入れようと思っております。 

Yes. 

Google translateを使ったライティング練習の発表を聞きました。個人的には、ライティングの時に

Google translateを使うのを禁止しているのですが、自分の間違いを確認するという意味合いで利用す

るのも面白いと思いました。 

Already implemented some of the project ideas for this week’s project (google street view/street, restaurant, gov. 

Adv., etc. signs) 

オンライン授業をするためには、評価方法だけでなくシラバス全体を見直し、「何が目的なのか」を、

学生と教員の両者が明確に理解できていなければならないと思いました。これは対面であっても重要

です。9月からの授業で、それが実現できるよう準備していきたいと思います。 

現在、中等教育の日本語教育支援に携わっていますが、安座間先生の取り組みがとても参考になりま

した。日本語のクラスで社会的な問題を取り上げることにもっと挑戦したいと思いました。 

For designing course contents, creating classroom environments  

自分の発言、などにももっと気を付けなくてはいけないと思いました。何気ない一言で傷ついている

個人がいるかもしれないということも学びました。 

Service Learningをクラスのプロジェクトとして導入する事を考えています。 

いいえ 

More attention to inclusion. 
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I will incorporate certain activities and projects that I learned at the conference. 

I feel that although teaching about Japanese culture from my own perspective as a national, does not true describe 

all aspects of the culture. I look forward to researching and sharing with my students the diverse cultures that 

exist within Japan which is often viewed as a mono-ethnic culture. 
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What suggestions do you have for future conferences (e.g. themes, schedule, 

speakers)? 
Nothing in particular; this has been a great experience for me; I just missed in-person interaction with my fellow 

teachers and friends. 

N/A I enjoyed it as it is. 

アセスメント、CBI 

特にありませんが、オンラインでこれからもプレゼンテーションを見られたらいいなあと思います。

やはり開催される場所にいけない人も多いですし、特に今どの大学も予算がカットされて、例えば私

の大学ではコンファレンスなどの旅行のための予算が全部カットされることになりました。 

No suggestions, but thank you for all your hard work. It was a great conference - very organized!! 

None, because the conference was great. 

今後も Zoomでの学会を希望しております。今回 CATJ会員以外にも貴重な機会をいただきありがとう

ございました。 

プログラム間に時間的な余裕があり、いろいろな発表を聞きたい参加者にとって、とてもよかったと

思います。今回の講演者は３名とも素晴らしかったですし、ラウンドテーブルも、異なった視点から

の指摘があり、興味深いと思いました。研究発表も、刺激を受ける内容のものが多かったです。 

オンラインでの開催というのも、悪くないと思いました。もちろんネットワーキングという意味で

は、直接会えることにこしたことはありませんが、宿泊や移動の心配をする必要もなく、プログラム

とプログラムの間に、会場を急いで移動する必要も、トイレに並ぶ必要もありません。また、会場が

寒かったり暑かったりして発表に集中できない、会場の設定でスライドが見にくいということもな

く、とても快適でした。難点は、ず Zoom fatigueでしょうか。 

最後に、基調講演の３名のスライドについては、発表時に PDFなどを共有していただけるとありがた

いと思いました。 

運営に携われた皆さま、本当にありがとうございました。お世話になりました。 

来年度も、オンラインでしていただけると、参加しやすいです。 

I loved this theme of diversity and inclusion, and I think that this theme can be explored again next year. There is 

just so much to it, and nowadays, it's more important than ever to continue discussing this topic. 

とてもシンプルでわかりやすく、スムーズでよかったです。啓発的でした。 

このような世界をリードするすばらしい学会に、今後も世界中から参加できるよう、今回同様オンラ

インで配信していただけると大変有り難いです。世界の日本語教育の提携を促進するきっかけになる

と思います。また、オンライン参加も有料にしていただいていいと思います。 

すばらしい学会で勉強になりました。ありがとうございます。 

今回は、日本からも参加しやすいオンラインで、かつ無料で大変ありがたかったですが、次回以降は

中西部の先生方のご意向優先していただければと思います。 

それぞれの発表に対して、サーベイや発表者へのコメントを伝えられるシステムがあったらいいと思

いました。わざわざメールを出すというのでは、受け取られる方の負担（返事をしなければならない

という。。。）になるかもしれませんので、サーベイという形がいいのかと思います。 

今回の学会もどの講演もどの発表も非常にレベルが高く充実したものだったので、このレベルを保っ

ていただければと思います。素晴らしい学会を準備してくださり、ありがとうございました。 

I really liked the online format. I hope you will have an online conference again. Maybe it will be a good idea to 

make it online every few years.  

It might be good to give a time limit to a questioner when there are other questioners. 

I think, if possible, conferences should be held in person.  While the team at Macalester did an AMAZING job - 

really amazing - facilitating the online conference, many opportunities for networking and conversations were 

lost in the online format.  However, many more people were able to attend precisely because of the online format.  

Perhaps some sort of blended approach to future conferences may be ideal?   

How to plan and deliver online Japanese lessons to build proficiency. 

今後オンライン授業への需要がますます高まるかもしれませんので、そのようなテーマでやっていた

だけると今後の参考になるかと思います。 
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セキュリティのことを心配なさっていたのだと思いますが、Chat functionは非常に重要な function だと

思うので Disable にすべきではなかったと思います。色々な会議やセミナーに Zoomで出ていますが、

Chatにコメントなどを書いて、それをモデレーターが管理して Q&Aなどに持っていくというのはと

てもいいと思っています。発表者の方に感謝の意を伝えたり、わざわざ貴重な Q&Aの時間をさくほ

どでもない感想などを発表者の方に Chatで伝えることができたらと思いました。 

講演者がどの学会でも同じような人達なので、もっと違う人の話が聞ければと思います。 

How can we better articulate between all levels of education? Especially between high school and college? 

今後もオンライン学会を続けてほしいです。他の講演と重なり、聴けない講演があったり、スライド

を再度拝見したいものもあったので、録画を見せていただけたら嬉しいです。 

私は日本人ですが、修士号が「教育」であるために、大学で教える際制限があります。オンラインで

「日本語」の修士号を取れるプログラムがあれば学会を通して教えていただけたら嬉しいです。 

今回、日本からの参加でしたが、パンデミック収束後もオンラインオプションを残す可能性があれ

ば、嬉しいです。 

日本語教育とインストラクショナル・デザイン 

初めてこの学会に参加させていただき、大変有意義でした。ありがとうございました。会場まで足を

運べない事情（家族の事情、大学の休講、代講がほぼ不可能）で、参加を見合わせることが多かった

のですが、オンラインのおかげで全く問題なく勉強の機会をいただき、大変刺激を受けました。 

それぞれのご発表の後の質問の時間が短く、会場で発表者に声を掛けさせていただくことができない

ので、ブレークアウトファンクションを使って、発表者ごとの部屋に行き、小さいグループで話せる

機会を作っていただくことは可能でしょうか。（質問者のお礼、自己紹介をされる時間もかかってしま

うので。）あるいは、質問者にチャットファンクションを使って質問させていただくことができたら、

いいなと思いました。（発表者が質問を選んで応えてくださる。） 

オンラインと会場のハイブリッド学会ができると、参加者はより増えるのかなと感じました。 

もう少し Q＆Aが長い方がいい。 

いいえ 

Round Table Discussionの際、何について話し合うか少しわかりにくかったです。でも、数少ない参加

者同士が話し合える場として、とても有益だったと思います。 

多様性というテーマに統一された実に良く構成された学会で感銘を受けました。他のテーマとしてい

つか討議されなくてはならないという問題では、僕には次の問題があるとおもいます。それは日本語

には「大和言葉」と「漢語文脈」という二つのちがった Registry がるということです。肩肘を張らな

い日常会話は前者、ちょっと構えた知的なディスコースは後者でという違いです。これはもうずっと

以前ハーバード大学の Monane教授が言ったことですが、要点は次のようなものです。彼女は上級の

日本語クラスによく日本企業からのゲストをよんで話してもらっていた。しかし、学生の方ではそう

いう時の話しが全く理解出来ず、彼女はそれが何故なのか分からなかった。いろいろ悩んだ結果、教

科書は基本的に「やまとことば」についてであり、ゲストの話しは「漢語文脈」である。その違いが

実は非常に大きい。やっとそれに気づいた。その違いは日本語教授方の大きな問題であるべきだ、と

いうことでした。ここで大切ことは、「漢語文脈」というのは読解に必要なだけではなく、「理知的」

なディスコース（つまり、時事問題、植民地問題、中米の衝突、等々）の場合日本人はそれとは知ら

ずスゥイッチする、という話者の Registry 選択の問題だということです。この問題は今だに真剣に討

議されていないと思うのですが、如何でしょう。熊谷由理先生の実践理論では視野に入る問題だと思

うのですが。  

拝見した発表は、どれも大変勉強になりました。F2Fやオンラインも含めて、日本語教育の多様性

は、これからも色々な議論がなされるべきだと思います。CATJには今回初めて参加させていただきま

したし、過去の発表などを調べていませんが、アセスメントに関する研究やリサーチなどにも関心が

あります。特に、Formative Assessment (Recursive Assessment) の重要性は分かっていても、現場の教師

の仕事量のことが主な障壁となって、formative assessmentを無理なく、効果的に行うことはあまり容

易なことではありません。スケジュール的には、１日半というスケジュールは妥当だと思います。ど

うもありがとうございました。 
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発表者のスライドのリンクをスケジュールに入れていただくことは可能でしょうか? zoomとは別の

ウィンドウで大きく見ることができると助かります。 

急なオンラインへの移行で本当に大変だったと思いますが、とてもいい学会でした。ありがとうござ

いました！ 

初めての virtual conferenceでしたが、今後もこのようにしたらもっと多くの方が時間やお金の制限な

しに参加できると思いました。素晴らしい学会でした。マカレスターの先生方、スタッフの方、本当

にありがとうございました。 

I liked that it was offered online since I live in the east coast. I think there should be more things like this to 

connect Japanese teachers from across the globe.  

Please keep the live streaming option. Please bring Yo Azama again. Concert and speech.  

特に質問が出ない場合もあったが、Q&Aは５分ではなく１０分ぐらい時間があれば、よかったかもし

れない 

このようなオンラインの学会を是非開催していただきたいです。主催者側の皆さんにはいろいろとご

苦労があったと思いますが、普段このような学会に参加しない者にも学びと交流のチャンスが与えら

れ本当にありがたかったです。心からお礼申し上げます。最後のコーヒーアワーも大変有益でした。 

数多くの発表者、多様なトピックのお話を聞くことが出来た事、多方面に無料招待を頂いた事、この

学会を実現された皆様に本当に感謝しています。CATJの活動はすごい！と思いました。 

The issues raised in the roundtable and in Dr. Mori's keynote need to be discussed more.  

テーマとして異文化コラボレーション（日米やアメリカ内の大学 etc)、日本語学習者のリテンショ

ン。 

主催者のおかけで、素晴らしい Virtual conferenceになったと思う。今回のスケジュールはちょうど良

かったし、特に提案はありません。もう、感謝の言葉のみです。今後のテーマや講演者についてまた

何かアイデアが浮かんだら連絡させていただきます。 

I'd like to ask to have future conferences online again so that I can attend it.  This was just a wonderful 

conference!  Every single speaker was just amazing!  The only regret I have is that I was not able to attend all of 

them because I had to choose one lecture from the choice of two at each time slot.  If all the lectures were made 

available somehow (if they were recorded), that would be great!  Thank you so very much! 

学期中は忙しいですし、夏の間に秋学期の準備をするので、このタイミングは非常にありがたいで

す。 

Please keep this online format.  The length of the conference and number of presentations as well as the time 

frame were all perfect for my schedule.  I know it’s not the same as attending the conference in person, but at 

least I can attend and still learn greatly. 

オンラインの基本的テクニック・前田まがら先生他のもっと詳しいプレゼンを 

diversity / inclusivity 

I really enjoyed the format of this conference. I was able to get a lot more out of each presentation than onsite 

presentation. It was easier to take notes, or take screenshots when there were a lot of information to write down. 

The breakout session didn't work very well for me because all other members of the group left the meeting after 

assigned to the group. I don't know what happened. The informal coffee hour meeting was much better. I think 

scheduling it for Sat and Sun is great because we can attend it without missing a class.  

Thank you so much!  I learned a lot changed my views of teaching and having future conferences.  

オンライン教授、ハイブリッド 

It was really wonderful.  

参加者の場所・渡航経費・時間を気にしなくてもいい、こういうようなオンラインの学会もたまには

いいのではないかと思いました 

I do like this online format.  We had teachers from Hawaii to New York attend because of that. 

これからの言語教育という意味で、blended learningやオンラインアセスメントについてもっと学びた

いと思います。 

中西部以外からも参加しやすいように、空港がある都市で開催していただけたらいいなと思います。 

今回のような形式がとてもよかったです。内容はもちろんのこと、進め方、まとめ方、参加者の参加

方法等、全てが大変勉強になりました。本当にありがとうございました。 
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コロナ後でもこのような形式があっても良いと思います。素晴らしい学会でした。ありがとうござい

ました。本当にお疲れ様でした。 

もし今後の学会がオンラインで行われるのであれば、質疑応答の時間を少し長くしてほしい。ウェブ

での会話は時差が生じて、face-to-faceの時よりも一つの Q&Aに長く時間がかかると感じたので。 

発表で使われた PPTのシェアをしていただけると嬉しい 

Please keep this kind of online seminar. 

I have been interested in attending the CATJ conference in the past but I could not due to limited financial 

resources and geographical limitations. So, it was very nice that I could attend the conference virtually this year. 

Thank you so much! 

I wish Chat function should have been turned on during the presenters' talk.  So we can ask questions each other.   

基調講演などの録画ビデオの公開があると嬉しい 

I think it would be nice to allocate at least 15 minutes of Q&A after each presentation.  It was so very generous of 

Prof. Magara Maeda to use the in-between time to answer questions.  

I appreciated the "breakout" during the "round table" session and also the post-conference "coffee chat".  I think 

these are absolutely necessary since Japanese language education conferences tends to have shorter time allocated 

for _discussion_ (not simply fact based inquiries that so often happens during q&a.) Themes such as that you've 

focused on requires much more than "reports" and rather "engagement" amongst educators to discuss, reflect, and 

collaborate, I think.  Please note, I'm overall grateful for the opportunity to attend and was quite impressed by 

both the quality of the presentations and the extremely thoughtful manner in that you have conceived the 

conference. 

This was great, and I'd like to see it developed more. Perhaps, develop "beyond stereotypes" more deeply, both 

with respect to speakers and learners of Japanese. 

すべてが素晴らしかったです！ 

ラウンドテーブルはお一人の話すトピックがそれぞれ異なり、その後のブレイクアウトルームでは最

初に何について話せばいいのかわかりにくかった。 

None 

初めて経験したオンライン学会でしたが、とても素晴らしかったと思います。このような学会を開催

して下さって本当に有り難うございました。様々な面において、大変勉強になりました。お疲れ様で

した。 

I didn't learn about the conference until I heard a personal recommendation. If the conference is open to 

participants from outside the region, announce the conference on national platform? 

膨大なメールのやりとりで主催者側としては本当に大変だったのではないかと思います。参加する側

は適切なタイミングで必要な情報をもらって、とてもスムーズに参加できました。ありがとうござい

ました。 

The theme was current, the scheduled was well organized, and keynote speeches were all interesting, so I don't 

have any further suggestions. I look forward to reading the conference proceedings. All I can say is THANK 

YOU! 

Zoomでの学会を開催してくださり、本当にありがとうございました。大変勉強になったのはもちろん

ですが、Stay homeの中、色々な先生のお話をお聞きでき、皆さんのお顔を見られて元気が出ました。 

このようにオンラインでの開催の機会があると、研究費が少ない、学期のスケジュールが違う、違う

タイムゾーンや国に住んでいる場合でも参加できるので、ありがたいです。 

今回は無料にして下さいましたが、オーガナイズされる大学や先生も大変だと思いますので、参加費

を徴収してもいいのではないかと感じます。ホストをしてくださり、本当にありがとうございまし

た。 

高校ではまだ授業があるが、できれば金、土がいい。日曜日の朝は、都合が悪い人もいると思う。ま

た金曜日も 6時までは、長すぎるように思う。せめて 5時ぐらいに終わるようにしたらどうか。 

セッションとは別にいつも開いているズームの部屋があれば、普段の学会でしか会えないような方と

少し立ち話のようなことができるのかなと思いました。 

毎回 CATJをホストする機関は大変だと思います。オンライン開催によって、他の地域や国からの参

加者が増えたのは有意義でした。SEATJのように、州ごとの教師会と連携／統合しての開催も今後検

討してもいいと思います。 
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The conference was perfectly executed and the quality of the presentations exceeded my expectation. Thank you 

very much for the wonderful opportunity! 

今回呼び掛けてくださって感謝申し上げます。今の形式で次回も開催してくだされば、普段学会に行

きたくても諸事情で出られない教師はさらに愛を与えられ、興味を持ち、つながれることと思いま

す。また私は若い頃から難聴気味で、Ｚｏｏｍではお話しがよく聞こえ頭がすっきりする思いです。

これもありがたく感謝です。以上希望ばかりをかってに述べさせていただきました。 

[format] How COVID-19 changed/is changing our teaching; [format] Online conference again!; [schedule] the 

end of May was perfect; record all presentations and share with us, I would like to learn from the sessions I was 

not in  

I would like to attend virtually in the future as well. 

素晴らしい学会でしたので、特にありません。発表を録音させて頂きたかったのですが、次回は可能

でしょうか。 

None 

I think that teacher recruitment and diversity will continue to be an important topic to address.  

I thought it was well organized 

none 

Since I'm in Hawaii, waking up. at 4:00 am for two days was tough.  

日本語クラスで使える CI strategiesを入れてほしい。どの world languageでも Spanish French重視なの

で、日本語での CI教材開発の取り組みについての情報が知りたい。 

今回のように高校、大学で教えている先生が一緒に話し合える場が大切だと感じました。 

Thank you very much for organizing this conference! It was wonderful to see and interact with other Japanese 

teachers during the Shelter in Place time. 

特にありません。 

Not really. The conference was fantastic. How you arranged the key note speakers, have round table discussions 

and the coffee table, everything was well designed and organized.  

旅費や宿泊費を気にしなくてもいいので、これからもオンライン学会だと参加しやすいです。企画・

準備してくださった、マカレスター大学の先生方、本当にありがとうございました！ 

I think a few random coffee hour breakout rooms throughout the weekend could have been added.  

セントラルタイムということでハワイ時間の朝四時からはちょっときつかったです。 

でも、広いアメリカですから、致し方ないことだと思います。オンラインであったからこそ、参加で

きました。開催地での F2Fでは無理でした。旅費もかかりますし。ですから、今回、本当に感謝して

います。これからもオンラインでの開催をお願いできたら、多くの先生方がベネフィットを受けるこ

とができと思います。 

特にありません。 

牧野先生のお話が聞けたらと思っております。 

Please let more of us can join the conference like this. It is very helpful.  

First of all, CATJ 28 was a great success!  

Thank you very much for all your hard work, Suzuki Sensei and all the people who contributed!  

All three keynote presentations were fantastic! It'll be great if the future meetings can meet this year's level, but it 

may be difficult to do so.  

If the online format can be run as smoothly as this one, it's not a bad idea to offer future meetings this way 

because we can reach out to a wider audience and the participants won't have to worry about traveling, hotel, 

unforeseen incidents, etc., though of course the face-to-face format has many different merits. 

講演そのものは日本語でいいと思います。 

「オンラインツール（技術）と日本語教育」というテーマに興味があります。今回オンライン授業が

主流になる一方で、溢れる技術をいかに使って、これまでのように授業を行うかということが焦点に

なっている気がします。ですが、何をするためのツールなのか、ということを専門にされている方の

講演が聞きたいです。 

全てスムーズに進められました。ご努力に感謝します。 

keynote三人は多いかなと思いました。 

オンライン学会ということを利用して、各発表を録画、後に参加・発表者が別のパネルの発表を見ら

れるようにするというのは、著作権の関係などで難しいでしょうか。また、発表スライドのシェア
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も、期間限定などで参加者に公開するというのも難しいでしょうか。この時期と言うことで、もっと

ハイブリッド型・オンライン授業について、また日本語の教室内での社会問題の扱い方などについて

のテーマもあればいいかなとも思います。 

None 

ぜひオンラインでの開催を希望します。 

特にありません。米国外からも参加させていただき、本当にありがとうございました。 

It would be great if there were always online format only or along with face-to-face format. 

ありません。ただ、今回リモートで CATJをしてくださったことにより、このような形式も可能だと

いうことがわかりました。 

今後も是非、オンラインにて行っていただきたいです。 

I believe in person is better even for conferences, but for those that cannot make it from a far, the distance is not a 

bad supplement. So in the future a hybrid format would be nice. 

If it’s online, I would appreciate a weekend 2-day schedule. Another alternative might be to have 2 sessions over 

4 weekends. 

 

 


