
 
 

MAATJ  2020年 1月号　ニュースレター　 
 
ー目次ー　 
 
情報 

1. 2020年度MAATJ俳句コンテスト、リソースについて 
2. 在米日本大使館より国費留学生（日本語・日本文化）募集のご案内 
3. ICA Language Services - 求人募集について 
4. Fox MIll Elementary School Job Announcement 
5. Japanese Immersion Program Open Enrollment Information 
6. Registration for 2020 Japanese National Examination 
7. AATJ Membership renewal for 2020 
8. MAATJ 目安箱の設置について 

 
報告 

1. MAATJ共同会長森先生就任ご挨拶 
2. ワシントン商工会/住友商事講師派遣レポート 
3. 2019年MAATJ忘年会のご報告 
4. Walt Whitman High School での書き初め 

 
情報:  
1. 2020年度MAATJ俳句コンテストのお知らせ & リソースについて 

 
今年も俳句コンテストの時期となりまし
た。是非、生徒さん、学生さん達が日本
の文化である俳句を経験できる機会とし
てお使いいただければ嬉しいです。今回
GW大学Brenden Morley先生の監修のも
と「俳句ビデオ」 を作成いたしましたの
で、俳句の教室活動の際に使っていただ
ければ幸いです。 また俳句ワークシート
もありますので、使いやすいように変え
て使って下さい。 
締め切りは4月3日金曜日となっておりま
すので、是非ご参加下さい。 
今年はHaiku Submission Formからそのま
ま応募をしていただく事ができますが、
詳しいルールなどについては別途資料を
ご覧下さい。 
質問、ご意見などありましたらヴォーン
まで、いつでもご連絡下さい。 
 

 
MAATJ Haiku Coordinator 
(Yumi Lawless) 
Kyoko Vaughan 
kmvaughan@fcsp.edu  
 
  

 

http://maatj.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a0YQjkU4nSE
https://drive.google.com/open?id=1hpEmbaCYC9WbgEr8QVO-5sMeo1ULrZ5Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKHdcXYsrmaMJqxscXqqc_4z1ifB_EfTaw5JyuDPak68_Y8w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1mz3SrvsimcYQHIYGwzfmFIHl1pVZRLEA/view?usp=sharing
mailto:kmvaughan@fcsp.edu


 

 
 

2. 在米日本大使館より国費留学生（日本語・日本文化）募集のご案内（寄稿者：在米日本大使 
館　大江様） 
 
この度，以下のとおり，国費留学生（日本語・日本文化）の募集を開始いたしましたので，日本

語教師の皆様方を始め，関係者の方々への周知をお願いしたく，ご連絡させていただきます。 
  
（募集HP） 
https://www.us.emb-japan.go.jp/english/html/mext-scholarship.html 
（ツイッター） 
https://twitter.com/JapanEmbDC/status/1207022939943645189  
  
ご存じのことかと思いますが，国費留学生（日本語・日本文化）は，現在，日本以外の国の大学

に通い，日本語・日本文化を専攻する学生に対し，１年間，日本語能力・日本事情・日本文化の

理解向上のための教育を受ける機会を提供するものです。 
  
国費留学生制度自体が大変狭き門となっているため，ごく限られた一部の学生のみが活用できる

ものとなっているものの，現在日本語を勉強している中高生に，将来の留学機会を意識してもら

うことも有益かと思いますので，適宜ご活用いただけましたら幸いです。 
  
詳しくは，HP上の募集要項等をご覧いただければ幸いですが，もし，ご質問等ございましたら
何なりとお問い合わせいただけましたら幸いです。 
  
それでは，引き続きお世話になることと存じますが，どうぞよろしくお願いいたします。 
  
在米日本大使館　大江拝 
 

3. ICA Language Services - 求人募集について (寄稿者：ペック先生) 

ICA Language Services have a new position opening.  

http://www.icalanguages.com/jobs/  

Qualifications: 

● Required: BA in Education, Linguistics or a related field, or a BA in an unrelated field 
with 7 years of experience in second language acquisition in an intensive teaching 
environment.  (Provide U.S. certification for foreign diplomas). 

● Preferred: Master’s Degree in foreign language teaching, second language 
acquisition, linguistics, or a related field preferred (Provide U.S. certification for foreign 
diplomas). 

● 3-5 or more years of successful past experience in foreign language or ESL teaching. 
One of these years must be in the supervision of language instruction. 

● Native proficiency in a foreign language and/or English, preferred (but not required) 
Bahasa, Chinese, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Malay, Thai, Vietnamese. If 
non-native English speaker, a certified ILR 3 for speaking/listening/reading/writing. 

● Extensive knowledge of ILR Levels and the application to final learning objectives. 
● Experience with Learning Management Systems (LMS) and educational technology. 
● Proficient in Microsoft Word, Excel and PowerPoint. 
● Strong interpersonal and communication skills. 
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● Strong management and counseling abilities. 

Duties: 

● Performs project administrative tasks based on firm-wide policies and procedures and 
contract requirements. This includes but is not limited to: 

● Establishing and tailoring syllabi - Observing classes and providing feedback - 
Monitoring lesson planning - Tracking assessment and students' progresses – 
Reviewing and submitting monthly class progress-report document – Monthly 
individual student academic counseling 

● Supports task order development 
● Maintains project records ensuring all are up-to-date and accurate 
● Participates in all Training Team meetings 
● Interacts directly with client with regards to student progress, when required 

Preferred candidate characteristics: 

● Ability to work effectively with and through others, including those over whom there is 
no formal authority 

● Ability to multitask effectively and prioritize tasks on daily basis 
● Ability to make good decisions based on a sound understanding and evaluation of 

relevant information; gathers situational information and involves others as 
appropriate 

● Strategic thinking with the ability to solve problems 
● Positive, enthusiastic, energetic 
● Ability to build a positive relationship with clients to maximize client satisfaction  

 

4. Fox MIll Elementary School Job Announcement (寄稿者：大塚先生) 
 

フォックスミル小学校で日本語イマージョンプログラムの教員を募集しています。ご興味のある 
方へ情報拡散よろしくお願いいたします。 

 
Level: Elementary 
City: Herndon, Virginia 
School: Fox Mill Elementary School of Fairfax County Public Schools (FCPS) 
Work Location: Please see https://foxmilles.fcps.edu/ 
Job Summary: Well-established Japanese Immersion school is seeking a Japanese/English 
bilingual teacher.  Candidates should be able to speak, read, and write in Japanese at a 
native-like level. The is a full time classroom teacher position beginning August 2020.  The 
Immersion teacher is responsible for teaching Math, Science, and Health in Japanese. Japanese 
language and culture objectives are integrated into the content areas. The experienced Japanese 
immersion team will provide ample support and warm care. 
Requirements: 
❏ K-6 Elementary Education licensure 

There have been some cases that teacher candidates were hired with provisional license  
and asked to earn full licensure within three years. Please see Virginia Department of  
Education website for more details for licensure requirements.  

　　　                                                                                                                 　　                        3 

https://foxmilles.fcps.edu/
http://www.doe.virginia.gov/teaching/licensure/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/teaching/licensure/index.shtml


 

❏ Good communication skills in Japanese and English 
❏ Passion for teaching young students 
Application: Apply through FCPS Website  
Flyer available from HERE 
Questions?: Contact Noriko Otsuka: NLVANKEUREN@fcps.edu  
 

 
5. Japanese Immersion Program Open Enrollment Information (寄稿者：大塚先生) 
 

フェアファックス郡の日本語イマージョンプログラムの新規入学登録受付がスタートします。 
こちらもご興味のある方へお知らせ願います。 
 
Online registration for Fairfax County Public Schools’ (FCPS) lottery for two-way and world 
language immersion programs will open on Monday, January 27.  Current kindergarten students 
may apply for the first grade immersion programs for the 2020-21 school year.  
 
In the immersion program, students spend approximately half of each day learning mathematics, 
science, and health as well as a portion of language arts in the target language. The other half of 
the day is spent learning social studies, language arts, and the Family Life Education portion of 
health in English. 
 
There are no formal criteria for enrollment, but the program is only open to residents of Fairfax 
County. Online registration is available. A SIS parent account is required to complete the 
application.  If a student is not currently enrolled in FCPS, registration at the base school for the 
upcoming school year will be required to obtain a SIS parent account. 
 
Applications must be submitted by 4 p.m. on Thursday, February 20, for the first grade 
immersion program. For more details, please visit FCPS World Language Website.  

  
 
 
6. REGISTRATION FOR THE 2020 NATIONAL JAPANESE EXAM OPENS FEBRUARY 6 

 
Register your students for the 2020 online National Japanese Exam at 
https://www.aatj.org/national-japanese-exam 
 
NJE registration is open until February 14. Teachers will receive detailed information on 
administering the exam during the last half of February; the test can be administered any time 
between March 2 and April 3. For more details about the NJE, please visit the above website. 

 
 
7. HAVE YOU RENEWED YOUR AATJ MEMBERSHIP FOR 2020? 
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A big thank-you to the many members who have already renewed their membership for 2020. We 
appreciate your support for the US Japanese language education community. AATJ membership 
is on a calendar-year basis, so your 2020 membership will be valid from January 1 to December 
31, 2020. 
 
If you haven’t done so, please renew your membership online today, at 
https://www.aatj.org/membership 

 
MAATJ appreciates if you can choose MAATJ for the affiliation when you renew the AATJ 
membership! 

 
 
8. MAATJ 2020年目安箱の設置について 
 

MAATJ会員の先生方から現場の声をお伺いするため、MAATJでは、目安箱を設けました。日本
語教育関係で、何かお困りのこと、また問題点、さらに何か役立つお知らせ等ございましたら、
ぜひともお知らせいただけないでしょうか。できる限りの対応をさせていただきたいと思いま
す。 
今回1月31日に大使館で第５回日本語懇親会が行われますので、1月30日までにいただいたご意
見をまとめ、懇談会で共有する予定にしています。 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuCuxCk-63oYpJhNjR9mYiv7nVdxK5tNLP_lkSwx7
mRsbVQ/viewform?usp=sf_link 

 
 

 
報告 
 
1. MAATJ共同会長、ジョージタウン大学森先生就任ご挨拶 

 
明けましておめでとうございます。今年から大塚先生の後任としてフーゲンブーム先生と共同会
長を務めさせていただくことになりました。MAATJの役員としては新米ですが、AATJの副会長
として全米の27の地方教師会との連絡係を務めたことがあります。その中でもMAATJはメン
バー数が多く、活発に活動を行っている教師会の一つです。そのようなMAATJに役員として関
わる機会を得たことをうれしく思います。微力ですが、前現役員の方々とメンバーの皆様のご指
導を賜りつつ、MAATJのさらなる発展に全力で取り組んでいく所存です。 
 
今年の夏には東京でオリンピックが開催されます。昨年6月には日本語教育推進法が可決され、
国内外で日本語教育に対する関心が高まっています。米国の日本語教育では取り組むべき課題が
山積していますが、バージニア、メリーランド州を含むワシントン首都圏では、政府機関、商工
会、日米協会などの文化機関、そして小中高大の教育機関が連動して日本語教育を推進しようと
いう機運が高まっています。これを機に、日本文化と日本語を学ぶ意義と楽しさをもっと多くの
方々と共有し、日本語教育をさらに盛り上げていくことができればと考えています。  
 
MAATJは日本語教育に携わる私たちメンバーなしでは成り立ちません。従って、MAATJの関わ
るFLAVA、ACTFL、AATJなどの学会をはじめ、様々な文化教育イベントへの皆様の積極的なご
参加が重要な意味を持ちます。引き続きMAATJへのご支援とご協力を賜りますよう、よろしく
お願いいたします。 
 
ジョージタウン大学 
森　美子 
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A Happy New Year! I am honored to have this opportunity to serve as Co-president of MAATJ 
together with Hoogenboom-sensei. I would like to thank you for Otsuka-sensei, Immediate 
Past-Co-President, for her leadership in and her invaluable contribution to MAATJ. This is my first 
time to serve as a MAATJ officer, but I have served as AATJ Vice-resident and a liaison to the 27 
local affiliates in the United States. MAATJ is one of the largest and most active local affiliates of 
AATJ. I would like to thank you for this opportunity and pledge to make every effort to contribute 
to the further development of MAATJ with the support of the current and past MAATJ officers and 
members. 
 
This summer, the Olympics will be held in Tokyo. In June 2019, the Japanese Language 
Education Promotion Law was enacted, and interest in Japanese language education has been 
growing in Japan and overseas. Japanese language education in the United States still has 
problems and challenges that we need to tackle, but the Washington Metropolitan area including 
Virginia and Maryland has seen active collaboration among government agencies, the Chamber 
of Commerce, various cultural institutions including the Japan-America Society in Washington 
DC, and K-16 educational institutions to promote Japanese culture and language education. I 
hope this momentum will further boost our cooperation in sharing the importance and pleasure of 
learning Japanese language and culture with more people. 
 
MAATJ cannot exist without its members who engage in Japanese language education. It is, 
therefore, that you all actively participate in MAATJ affiliated conferences such as FLAVA, 
ACTFL, and AATJ and various cultural and educational events to make them more fruitful and 
enriching. We also appreciate your continued support for and cooperation with MAATJ. I look 
forward to my two-year term. Thank you very much.  
 
Georgetown University 
Yoshiko Mori 

 
 

2. 住友商事講師派遣レポート GW（寄稿者：辻岡先生） 
  

ジョージワシントン大学レベル３のクラスでは、去る１１月１８日、住友商事の文室慈子様をゲ

スト講師としてお迎えしました。ちょうど「上級へのとびら」第六課「日本人と宗教」の前作業

をしていたところだったので、ご提案頂いた「日本のお正月」というトピックで、年越しやお正

月のしきたりや文化について、お話し頂きました。 
  
GWレベル３は、学生数の増加に伴い、今年からセクションが２つに増えたので、文室さんには
ご無理を言ってしまったのですが、ご親切にも同じレクチャーを立て続けに二回してくださるこ

ととなりました。写真豊富なパワーポイントを御用意くださり、初詣やおせち料理などについて

はもちろん、帰省ラッシュや初売りの福袋、企業の年始の挨拶回りなどアメリカの感謝祭やクリ

スマスの習慣と対比させつつ楽しくお話しくださいました。学生たちは熱心に聞き入り、活発に

質問していました。 
  
学生からのフィードバックは、「素晴らしかった！！」「八百万の神の話が面白かった」など宗

教と文化に対するユニットへの興味が掻き立てられたようで、後日、各国の宗教行事について情

報交換した際にも、ファイナルプロジェクトの調査発表の際にも、良い刺激を受けた様子が伺わ

れました。また、「挨拶回りや福袋について知らなかった」「着物についてもっと知りたい」な

ど、日本文化一般に対する興味も深まったようでした。文室様、本当にどうもありがとうござい

ました！ 
  
また、文室様は、ワシントン商工会主催の新春祭り（本年度は２月１日開催）のボランティア

コーディネーターもしていらっしゃるようで、そちらの機会のご案内も頂きました。（ボラン

ティアは入場料免除の上、美味しいカレーが食べられるそうです！） 
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大学の外のコミュニティからこのようにご協力いただき、学生が日本語・日本文化に触れる機会

を設けてくださるのは大変ありがたいことだと思います。今後ともぜひ積極的に活用させて頂き

たいです。 
  
 
住友商事講師派遣レポート UMBC（寄稿者：フーゲンブーム先生） 
 
ワシントン商工会/住友商事講師派遣事業の一環として、12月5日に住友商事の高井様がメリーラ
ンド大学ボルチモアカウンティーに足を運んでくださいました。当日は、ビジネス日本語を履修

している9名と日本から留学している2名の合計11名の学生が出席し、高井様のお話に耳を傾け
ました。 
  
まず、日本企業のイメージを聞かれた学生たちは、「残業が多い」「上下関係がはっきりしてい

て、ルールが厳しい」など日頃から見聞きしているニュースなどからの情報を元にしたイメージ

を伝えました。お話いただいたトピックとしては、１）財閥など歴史が長い会社と新しい会社に

おける企業文化の違い、２）家制度と企業文化の関わり、３）同期の関係、４）採用のプロセ

ス、５）会議の進め方と意思決定などがあり、最初は緊張していた学生たちも次第にリラックス

したようで、質疑応答を加えながら進められました。 
  
後日、学生たちからは、歴史ある会社の企業文化は、日本の伝統的な家制度という文化が基礎と

なり続いているのだということがよくわかった、企業文化を熟知している高井様ご自身の経験を

知ることができ勉強になった、日本とアメリカの企業文化またビジネスの進め方の違いがはっき

りした、という感想と共に、大変貴重なお話が聞けた、もっと長く話してもらいたかったという

意見が出ました。今回、ワシントン商工会/住友商事さまのご好意で来ていただいたわけです
が、できることであれば、今後もゲストスピーカーの方に来ていただき、75分という授業時間で
はなく、もう少し長い時間お話していただければと思います。 
 

 
 
 

3. 2019年MAATJ忘年会のご報告 (寄稿者：大塚先生） 
12月15日にJ-LEARN シニアアドバイザーでもあり元日米協会CEOでいらっしゃるジョン・マ 
ロット大使のお宅で忘年会が開催されました。 
今回はMAATJ会員に加え、MAATJ地域で日本語・日本文化推進の活動をされている方々にもお
声がけさせていただき、以下の23団体を代表する皆さん約３０名の参加がありました。 
さくら新聞元旦338号（http://108.54.94.211/SAKURA/#/）12面にも記事掲載させていただきまし
たように、この地では関係者が一丸となり日本語教育を盛り上がげております。このような親睦

の会も貴重な団結強化につながりますので大切にしていきたいと思います。 
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尚、今後の課題として、遠方の先生方にも参加していただけるような工夫を考えていければと思

いますのでよい案があればMAATJ役員までご遠慮なくご提案ください。 
 
American University Japan America Society of Washington D.C. 

Embassy of Japan Japan Commerce Association of Washington D.C. 

Fox Mill Elementary School JET Alumni Association 

George Washington University Junior Japan Bowl 

Georgetown University National Japan Bowl 

Great Falls Elementary School Prospective teacher 

Happi Enterprises South County SS 

Hayfield Secondary School St. Paul's School 

Himawari no Kai Study Japanese in Arlington (SJA) 

J-LEARN Thomas Jefferson HS for Science & Technology 

J.LIVE Talk Walt Whitman HS 

 Washington Heritage Center 
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4. Walt Whitman High School での書き初め（寄稿者：モーマン先生） 
 

学生達が廊下で書き初めに挑戦しました。中国からの学

生達がみんな初めて筆を持ったと聞いて驚きました。 
学生が好んで選んだ言葉は、夢でした。 
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