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日本「アジア英語」学会 第 44 回全国大会プログラム
日 時：
場 所：

参加費：

2019 年 7 月 13 日（土）10:30～17:30（10:00 受付開始）
群馬大学昭和キャンパス ミレニアムホール
〒371-0034 群馬県前橋市昭和町 3-39-22 群馬大学大学院保健学研究科新棟 2 階
前橋駅北口からバスで約15 分
会員 1,000 円 当日会員 1,500 円
J = 日本語

E = 英語

総合司会：田嶋ティナ宏子（聖マリアンナ医科大学）
10:30－10:40
大会実行委員長挨拶：川島智幸（群馬大学）
会場校挨拶：渡邊秀臣（群馬大学副学長）
会長挨拶：竹下裕子（東洋英和女学院大学）

10:40－11:40

基調講演
「日本人の英語力―その遅れはどうしてなのか？」
明石康（元国連事務次長） J

11:40－12:00
12:00－13:15

会員総会 J
昼食休憩
研究発表

司会：渡辺宥泰（法政大学）
※発表 20 分＋質疑応答 5 分
13:15－13:40
1. 『タイ人観光客への英語接遇』―国際英語論に基づく観光英語教材開発 J
宮本節子（相模女子大学）
、渡辺幸倫（相模女子大学）
13:45－14:10
2. 中華系シンガポール人大学生の英語使用―標準英語・シングリッシュ J
原田慎一（立教女学院短期大学）
14:15－14:40
3. グローバル企業の言語政策―ELF 研究からの考察 J
氏家佐江子（拓殖大学）
14:45－15:10
4. 日本人英語学習者による ESS―理論と実践 J
加藤洋昭（青山学院大学）
15:15－15:40
5. Integrated-Skills Assessment in EIL/ELF Contexts: The Language Component E
中村優治（慶應義塾大学）
、Adam MURRAY（琉球大学）
、岡林秀樹（明星大学）
シンポジウム（15:50－17:20）
多文化共生の地域づくりに大学はどんな貢献ができるのか
群馬大学主催「ぐんまで迎える高齢期に備える地域日本語教室」を事例に J
モデレーター：川島智幸（群馬大学）
大学関係者の視点から
結城恵（群馬大学）
行政および地域団体関係者の視点から
糸井昌信（大泉国際交流協会）
外国人住民の視点から
平田カティア（群馬大学）
17:20－17:30
17:45－19:15

閉会の辞：吉川寛（中京大学）
懇親会：群馬大学付属病院内アメニティーモール 1F イタリア食堂チネマ、参加費 4,500 円
問い合わせ先：日本「アジア英語」学会事務局
E-mail: jafaeoffice@gmail.com Website: http://www.jafae.org/
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44th National Conference of the Japanese Association for Asian Englishes
Time &Date： 10:30 – 17:30, Saturday, July 13, 2019
Registration starts at 10:00
Venue：
Millennium Hall, Gunma University (Showa Campus)
Gunma University Graduate School of Health Sciences, New Building 2F, 3-39-22
Showa-machi, Maebashi, Gunma, 371-8510 (15 minutes by bus from Maebashi Station)
Fee：
1,000 yen for members 1,500 yen for on-site members
J = in Japanese, E = in English
Chair: TAJIMA Hiroko Tina (St. Marianna University School of Medicine)
10:30－10:40
Opening Ceremony & Greetings:
KAWASHIMA Tomoyuki (Gunma University)
WATANABE Hideomi (Vice President of Gunma University)
TAKESHITA Yuko (President of JAFAE, Toyo Eiwa University)

10:40－11:40

Keynote Lecture
“English language in Japan―Reasons for persisting problems”
AKASHI Yasushi (Former Under-Secretary-General of the United Nations) J

11:40－12:00
12:00－13:15

General Meeting J
Lunch Break
Paper Presentations

Chair: WATANABE Yutai (Hosei University)
Presentation: 20 minutes + Q&A: 5 minutes
13:15－13:40
1. “Understanding the English of Thai Visitors”: Material Development of EIL-based ESP J
MIYAMOTO Setsuko, WATANABE Yukinori (Sagami Women’s University)
13:45－14:10
2. The Use of English of Chinese Singaporean University Students: Standard English and Singlish J
HARADA Shinichi (St. Margaret’s Junior College)
14:15－14:40
3. Language Policies in Global Corporations: Analysis from the ELF Research Perspective J
UJIIE Saeko (Takushoku University)
14:45－15:10
4. Investigating ESSs by Japanese Learners of English J
KATO Hiroaki (Aoyama Gakuin University)
15:15－15:40
5. Integrated-Skills Assessment in EIL/ELF Contexts: The Language Component E
NAKAMURA Yuji (Keio University), Adam MURRAY (University of the Ryukyus),
OKABAYASHI Hideki (Meisei University)
Symposium（15:50－17:20）
Contributions That Universities Can Make to Multicultural Symbiotic Societies: “Preparation for an Elderly Society
by Japanese Language Education in Local Communities” J
Moderator: KAWASHIMA Tomoyuki (Gunma University)
From the Viewpoint of Academics
YUKI Megumi (Gunma University)
From the Viewpoint of Local Government and Local Organizations
ITOI Masanobu (Oizumi International Association)
From the Viewpoint of Non-Japanese Residents in Gunma
HIRATA Katia (Gunma University)
17:20－17:30
17:45－19:15

Closing Ceremony: YOSHIKAWA Hiroshi (Chukyo University)
Reception: Italian Restaurant Cinema, 1st floor in Gunma University Hospital Amenity Mall 4,500 yen
For more information, please contact: JAFAE Office
E-mail: jafaeoffice@gmail.com http://www.jafae.org/
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基調講演
Keynote Lecture
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明石
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生年月日：

１９３１年 １月 １９日

学

東京大学 教養学部教養学科卒業

歴：

ヴァージニア大学 大学院修了（フルブライト奨学生として）
職

歴：

１９５７年 ２月 国連入り(日本人初) 事務局政治安保理局、特別政治問題担当事務次
長室、事務総長官房で勤務
１９７４年

国連日本政府代表部 参事官、その後、公使、大使を歴任

１９７９年 ５月 国連 広報担当事務次長
１９８７年 ３月 軍縮担当事務次長
１９９２年 １月 事務総長特別代表(カンボジア暫定統治機構)
１９９４年 １月 事務総長特別代表(旧ユーゴスラビア担当)
１９９５年１１月 事務総長特別顧問
１９９６年 ３月 人道問題担当事務次長
１９９７年１２月 国連 退官
１９９８年 ４月 広島平和研究所 初代所長（１９９９年２月まで）
２０１２年 ４月 公益財団法人国際文化会館 理事長（２０１８年１２月まで）
現 在： (公財)国立京都国際会館理事長、(公財)ジョイセフ会長、
（公財）日本国際連合協
会副会長、人口問題協議会会長、関西学院大学 SGU 招聘客員教授など
著 書：
『国連ビルの窓から―国際社会に生きる一日本人の意見と回想』
（1984 年 サイマル出版会）
『国連から見た世界―国際社会の新秩序を求めて』(1992 年 サイマル出版会)
“An Agenda for Hope―The UN in a New Era” （1993 年 サイマル出版会）
『忍耐と希望―カンボジアの 560 日』（1995 年 朝日新聞社）
『平和への架け橋』
（1996 年 講談社）
『生きることにも心せき―国際社会に生きてきたひとりの軌跡』
（2001 年 中央公論新社）
『サムライと英語』(2004 年 角川書店)(共著)
『国際連合―軌跡と展望』
（2006 年 岩波新書）
『戦争と平和の谷間で―国境を超えた群像』
（2007 年 岩波書店）
『
「独裁者」との交渉術』(2010 年 集英社新書)
『カンボジア PKO 日記』(2017 年 岩波書店)
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研究発表
Paper Presentations
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『タイ人観光客への英語接遇』：国際英語論に基づく観光英語教材開発
Understanding the English of Thai Visitors:
Material development of EIL-based ESP
宮本 節子・渡辺 幸倫
相模女子大学
本稿は、研究助成を受けて実施したタイ英語の聴解教材作成プロジェクト(2016 年−2018
年)の成果と作成過程から得た知見を報告するものである。完成教材は日本国内のホスピタ
リティ産業の従事者、あるいは観光業への就職を目指す学生を想定学習者とし、訪日タイ
人観光客との ELF コミュニケーションを向上させることを目的としている。
１．訪日タイ人観光客との ELF コミュニケーション
2018 年には 3,100 万人超の外国人が日本を訪れ、この数を訪日外国人の主要な母語で見
てみると中国語話者が 50%, 韓国語話者が 25%, タイ語話者が 3.7% (110 万人超)となり、
非英語母語話者が 8 割以上を占める。この割合を踏まえると、共に非英語母語話者である
日本人サービス提供者と訪日外国人との間の ELF コミュニケーションの実情に注目せざる
を得ず、特に訪日タイ人の急増は最近の現象である上にタイ語は日本では馴染みの薄い言
語であるため、タイ語の影響を受けたタイ英語の観光現場での理解が問題になっている可
能性は高いと考えられる。しかしながらタイも日本同様、主に米語が規範英語として学習
されており、これは「非英語母語話者は英語を母語、或いは公用語として使用する地域の
英語を規範とするべきである」という、WE 論における考察とも一致している(Kachru,
1985)。しかし日本、タイを含む拡大円英語地域に依然根強く残っている「ネイティブ英語
偏重主義」は日本の観光現場における ELF コミュニケーションにむしろ弊害をもたらして
いる可能性がある。日本人とタイ人との ELF コミュニケーションを例に取ってみると、実
際にはそれぞれ母語の影響を強く受けた英語変種を使用していながら、互いの英語変種を
訛った(正しくない)ものとみなし、互いから等しく離れた米語のみを学習対象として尊重す
るという認識のズレが生じている。この認識のズレをコミュニケーションの効率性という
観点から解決する必要があると考え、「(米語を学ぶよりも)タイ英語を学ぶことの方がタイ
人旅行者との英語コミュニケーションがスムーズになるのではないか」という仮説のもと
プロジェクトが開始された。
２．教材開発の理論的背景
本教材は、相互理解の達成という目標の前にはどの英語変種も等価であり、その自立性
を積極的に認めようとする「国際語としての英語」(English as an International Language:
EIL)の立場を出発点にしている (Smith, 1983; McKay, 2002)。とはいえ、特定の拡大円英
語変種、例えばタイ英語を一般的な英語教育カリキュラム全てに含めることは適当ではな
く、このように議論が拡散していくのを防ぐため、もう一つの理念の柱として、本教材は
「分野別英語教育」(English for Specific Purposes、ESP)の視点を取り入れている。特定
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の職業上の目的や価値観を共有する人たちで形成されている言語グループ(ディスコース・
コミュニティ)を設定することで、ESP としての英語変種学習が可能になると考えられる
(Dudley-Evans, 1998; Hutchinson and Walters, 1987)。本教材で着目する事例では、日本
国内でタイ人にサービスを提供する観光業従事者には、英語を共通語として顧客の意図を
正しく理解するという明確な目的が存在する。つまり、訪日旅行という限定された場にお
ける英語使用を対象とし、そこでの相互の理解を促進するための学習対象としてタイ英語
をとらえることが可能になると考えられる。本教材開発プロジェクトは、このように EIL
の観点を切り口として WE 論、ELF 論、ESP 論の交わる部分を“EIL-based ESP”と呼称
し、学習対象として明確に領域化している。
３. 教材開発プロセス
・教材開発の目標：①日本英語使用者が聴解しづらいと思われるタイ英語の特徴を特定し、
②インバウンド観光現場での英語コミュニケーションに特化したタイ英語の英語聴解教材
を作成する。この際、意思疎通を最優先する ELF の機能面を重視する。つまり、学習目標
とする英語に規範英語からの「逸脱」或いは「誤用」があったとしても、日本英語がそれ
をある程度共有する場合には学習範囲からは除外される。
・フェーズ１：タイ英語の学習ニーズ調査 (2016-2017)
初年度の調査及び先行研究において、タイ英語は訪日観光客の多数を占める他の拡大円
英語変種(中国英語・韓国英語）と比較して「分かりにくい」と認識されていることを確認
し（橋本、2017; 宮本・渡辺、2017）
、タイ英語の潜在的学習ニーズが高いことを確認した。
ホテルスタッフへの聞き取り調査を通して、タイ英語の特徴を集約、言語化したものに触
れる機会がないために英語変種の一つとして捉える視点を持っていないことが推測され、
更に各種の拡大円英語との接触機会の少ない大学初年度生を対象とした言語態度調査にお
いてもタイ英語への評価は顕著に低く、先行研究及びインタビューから得たタイ英語の困
難性を裏付けるものとなった (橋本、2017; 宮本・渡辺、2017) 。これにより、タイ英語を
学習対象として捉えなおす必要性が実証されたと考えられる。
・フェーズ２：試作教材作成及び評価 (2016-2017)
タイ英語の聴解を困難にしていると予測される日本英語とタイ英語の語法・音声面の違
いを解説し、実際のタイ英語音声を加えた紙ベースの試作教材を作成し、少人数の大学生
を対象にパイロットレクチャーを実施した。試作教材の教育効果はレクチャー前後の聴解
テスト結果と事後インタビューによって検証し、教材作成の方向性を確認することにした。
その結果、試作教材のタイ英語の聴解力を高める効果は聴解テストの数値の推移では明示
されなかったものの、グループインタビューによって、試作教材が心理的にタイ英語への
寛容性を高め、日本における ELF コミュニケーションの現状に沿った ESP 教材として有
益に成り得ることが示唆された(宮本・渡辺、2018)。また、学習者の英語力の幅を考慮に入
れ、教材の形式は紙ベースよりもオンライン形式が望ましいことも確認した後に本教材の
作成を行った。
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４．教材概要
教材タイトル：Understanding the English of Thai Visitors -タイ人観光客への英語接遇
（URL：http://sagami-englishes.com ）
構成:

1) 導入レクチャー：
「なぜタイ英語を学ぶのか？」
► 主な訪日観光客の母語から見る「共通語としての英語(ELF)」
► 日本とタイにおける英語学習事情
► タイ英語の文法及び発音の特徴
► タイ英語と日本英語の共通した特徴及び日本英語との主な違い
► センテンス・単語の聴解演習
2) 状況別リスニング練習 (20 レッスン)
► 接遇スタッフとしての状況の提示
► タイ人のお客様の発言を聞く
► Quiz 1: お客様の意図を確認する
► Quiz 2: お客様に応える
► 聞き取りのポイント
► 関連語句・センテンスのリスニング
3) 復習
補足）
►各レッスンの参考・関連語彙リスト（音声付）
►教材の理論的背景（和文・英文）
►（教材の関連事項について今後学習者向けのコラム等を順次追加予定）

音声: 2 名のタイ人ナレーター（男女各 1 名)
教材形式: Articulate Storyline3 (E ラーニング作成ソフト)
４. 成果と課題
本教材開発の最も顕著な特徴は、非英語母語話者の英語の特徴を学習する環境を提供す
ることであり、これは拡大円英語に学習対象としての「権威づけ」を行うことを意味する。
拡大円英語へのこのような権威付けは、WE 論における既存認識を覆すものであり、これは
学習者である日本英語使用者自身の英語認識への肯定的変化を促す(宮本・渡辺, 2017;2018)。
本教材の効果の検証が今後の課題であるが、
“EIL-based ESP”の理論的枠組みを実践し提
示する意義は大きいと考えられる。

8

参考文献
Dudley-Evans, T. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A

Multi-disciplinary Approach. Cambridge University Press.
Hashimoto, et al. (2017). “Perception of Accented Speeches by Japanese EFL Learners
and its Relationship with Processing Difficulty”, 大阪教育大学教科教育学研究会.『教
科教育学論集』(16), 45-50.
Hutchinson,

T.

and

Walters,

A.

(1987).

English

for

Specific Purposes: A

Learning-centered Approach. Cambridge University Press.
Jenkins, J. (2007). English as a Lingua Franca: Attitudes and Identity. Oxford
University Press.
Kachru, B. (1985). “Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English
Language in the Outer Circle”. In: Quirk R., Widdowson H. (Eds.) (1985). English

in the World. Cambridge University Press.
MacKay, S. L. (2002). Teaching English As an International Language: Rethinking
Goals and Perspectives. Oxford University Press.
宮本節子. (2017). “Thai English as a Learning Target? Needs Analysis within the
Context of English for the Tourism Industry of Japan”, 日本「アジア英語」学会 第
40 回全国大会.
宮本節子・渡辺幸倫. (2017).「日本における『タイ英語』の認識について：ホテルスタッフ
へのインタビュー及び大学生の意識調査の分析」、『相模女子大学文化研究』(35),
25-36.
－. (2018).「訪日タイ人観光客への英語接遇を目的とした ESP 試作教材の作成」、
『相模女
子大学文化研究』(36), 3-24.
日 本政 府観 光局 (JNTO). (2018). 『 国籍 /目的 別 訪 日外 客数 （2003 年 ～2019 年）』 .
https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/index.html
塩澤正・吉川寛・倉橋洋子他, (2016).『「国際英語論」で変わる日本の英語教育』, くろし
お出版.
Smith, Larry E. (1983). Readings in English as an international language, Pergamon.
竹下裕子. (2002), 「タイ王国」, 『事典 アジアの最新英語事情』本名信之(編著), 大修館
書店, 96-109.
謝辞

本研究は科学研究費「学習対象としての周縁的英語論の試み：タイ人訪日旅行経験

に基づくタイ英語の教材化」(挑戦的萌芽、課題番号 16K13272）の助成を受けたものであ
る。

9

中華系シンガポール人大学生の英語使用―標準英語・シングリッシュ
原田慎一
立教女学院短期大学
１．はじめに
本稿では、著者が 2018 年 3 月から 2019 年 1 月までに実施した質問紙調査とインタビュ
ー調査の結果に基づき、中華系シンガポール人大学生の英語二変種（標準英語とシングリ
ッシュ）の言語使用について考察する。
２．シンガポールの社会言語学的背景と先行研究
シンガポールの社会言語学的背景として、言語使用の変遷、シンガポール英語、言語政
策について概観した後、先行研究について紹介する。まず、言語使用の変遷について概括
する。1965 年のシンガポール建国以前から中華系は方言集団ごとに住んでおり、福建語を
始めとする中国語方言を母語とする者が大多数であった。1980 年の国勢調査によると、家
庭で最も頻繁に話す言語を中国語方言とした中華系は 81.4％もいた（表 1）
。
表1

家庭で最も頻繁に使用される言語（中華系、英語・華語・中国語方言以外は省略）

言語

1980 年

1990 年

2000 年

2010 年

英語

7.9％

19.3％

23.9％

32.6％

華語

10.2％

30.1％

45.1％

47.7％

中国語方言

81.4％

50.3％

30.7％

19.2％

（シンガポール国勢調査 1980、1990、2000、2010 より作成）
1979 年の Speak Mandarin Campaign により、教育やメディアでの中国語方言の使用を禁
止し、華語の使用を奨励した結果、華語母語話者が急増した。1980 年に華語を家庭で最も
頻繁に話した中華系は 10.2％であったが、2000 年には 45.1％に増えた。華語は中国語方言
に代わり、中華系共通語としての役割を担うことになった。しかし 2010 年になると、若い
世代の英語使用が顕著となる。2010 年と 2015 年の年齢層別の言語使用を見ると、若い世
代では英語が優勢言語になっている（表 2）
。2015 年の調査では、15 歳から 24 歳までの世
代の 50.2％、5 歳から 14 歳の世代では 61.3％が家庭で英語を最も頻繁に使用しており、こ
の若い世代が親の世代になる頃にはさらに英語使用が進むことが予想される。
表2

家庭で最も頻繁に使用される言語（中華系年齢層別、25 歳以上は省略）
5 歳－14 歳

15 歳－24 歳

2010 年

2015 年

2010 年

2015 年

英語

51.9％

61.3％

40.7％

50.2％

華語

46.4％

37.4％

55.3％

47.6％

1.4％

0.9％

3.6％

1.8％

言語

中国語方言

（シンガポール一般世帯調査 2015 より作成）
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シンガポール英語であるが、Platt (1980)は、シンガポール英語は上層語（acrolect）、中
層語（mesolect）、基層語（basilect）で構成される連続体であるとし、英語運用力がある
者は、フォーマルな場では上層語、セミフォーマルな場では中層語、インフォーマルな場
では基層語を使う一方、英語力が低い者はどの場面においても基層語を使うと述べている。
この基層語はシングリッシュとみなされている。Tay（1993）は上層語・中層語・基層語の
特徴を記述している。しかし、一般のシンガポール人は標準英語とシングリッシュの二種
類のみを認識し、彼らは自分たちが状況に応じて二種類の英語を使い分けていると考えて
いる。よって本稿では、シンガポール英語を標準英語とシングリッシュの二変種と定義し、
その使用について、質問紙とインタビューを用いた調査を実施し、考察することとする。
英語に関する言語政策である Speak Good English Movement (SGEM) は、シンガポー
ル人が世界的に通用する文法的に正しい英語を話すことを奨励する国家的な運動である。
2000 年、ゴー・チョクトン首相により開始され、正しい英語を話すことを促進するイベン
トやワークショップの開催、正しい英語を話すための教材開発を行っている。学校におい
ては、英語の授業で生徒がシングリッシュを話すと、教員は標準英語に矯正するなど、生
徒の英語使用に影響を与えている。
最後にシングリッシュに関する言語使用と言語態度の先行研究について紹介する。学校
でのシングリッシュの役割であるが、1998 年のシンガポールの教育省の調査によると、シ
ングリッシュは若い世代でのアイデンティティの言語となっている(Ministry of Education,
1998)。親や教師による観察の結果、以前（1994 年）と比較し、シングリッシュの使用が
増加しており、多くの学校でシングリッシュが生徒間の会話に好まれていたことが判明し
た。一方、教育省は、国際的なビジネスの場で将来働くであろう生徒は標準英語を話し、
書く必要があるため、若者の間でリンガフランカとしてシングリッシュの使用が増加して
いる傾向を止めなければならないとシングリッシュ排除の必要性を指摘した。教育省の方
針を受け、学校においてシングリッシュ排除の努力がなされている。Rubdy（2007）は小
学３年生から６年生 690 名（中華系 523 名、マレー系 121 名、インド系 56 名）を対象と
して、シングリッシュの使用と言語態度を調査し、生徒間会話においてシングリッシュ使
用がかなり浸透していることを明らかにした。また、英語二変種に対する言語態度の調査
もなされている。SGEM が実施したシングリッシュに対する言語態度の 2002－2004 年の
調査（15 歳から 55 歳の 1,205 名）では、普段シングリッシュを使用しているが、標準英語
をシングリッシュよりも高く評価していることが報告された。2008 年の SGEM の調査で
は、25 歳から 29 歳の約半数が「自分の英語はすでに一定の水準に達しているので改善の必
要がない」と述べており、SGEM に対して意義を感じていないことがわかった。以上の社
会言語学的背景と先行研究を踏まえて、調査を実施した。
３．方法
中華系シンガポール人大学生の標準英語とシングリッシュの言語使用の実態を把握する
ために実施した質問紙調査とインタビュー調査の概要は以下の通りである。質問紙調査の
有効回答者は 165 名で、性別の内訳は男性 84 名（50.9%）、女性 81 名（49.0%）で平均年
齢 22.5 歳（SD=1.68）である。質問紙調査は 2018 年 3 月から 2019 年 1 月に実施された。
質問紙の内容は、母語・話す言語・対話者による言語選択（祖父母、父母、兄弟、友人、
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外国人）
・場所による言語選択（家、ホーカー（屋台）
、ファストフード店、MRT（駅）
、大
学、外国）であった。インタビュー調査に参加した中華系シンガポール人大学生のインフ
ォーマントは 18 名で、性別の内訳は男性 11 名（61.1%）、女性 7 名（38.8%）で平均年齢
22.6 歳（SD=1.41）である。調査は 2018 年 3 月から 2018 年 9 月に実施された。
４．結果と考察
質問紙調査における言語能力、対話者と場所による言語選択の結果を提示し、インタビ
ュー調査で得られたインフォーマントの回答と併せて、言語使用について考察する。なお、
表 3 から表 6 までの数字は、回答の百分率を示し、0.1％未満を切り捨てした数字である。
４．１ 言語能力
母語は、英語 29.0％、華語 52.7％、中国語方言 1.2％、英語＆華語 8.4％、英語＆華語＆
中国語方言 4.2％、華語＆中国語方言 3.6％、華語＆その他 0.6％であった（表３）
。他言語
の併用を含めると、英語母語話者が約 40％、華語母語話者が約 70％、中国語方言母語話者
が約 10％という結果になった。
表3

母語（n＝165）

英語

29.0％

華語

52.7％

中国語方言

1.2％

英語＆華語

8.4％

英語＆華語＆中国語方言

4.2％

華語＆中国語方言

3.6％

華語＆その他

0.6％

話すことができる言語は、英語＆華語 52.1％、英語＆華語＆中国語方言 44.8％、英語＆
華語＆中国語方言＆その他 0.1％、英語＆華語＆その他 2.4％であった（表４）
。他言語の併
用を含めると、英語と華語がそれぞれ 100％で、半数弱が中国語方言を話すことができる。
二言語教育を受けている中華系大学生が英語と華語の運用力を持つことは当然のことであ
るが、学校で習っていない中国語方言を半数弱が話すことができるという結果は、家庭で
の会話で中国語方言が頻繁に使用されていることを示唆している。
表4

話すことができる言語（n＝165）

英語＆華語

52.1％

英語＆華語＆中国語方言

44.8％

英語＆華語＆中国語方言＆その他

0.1％

英語＆華語＆その他

2.4％

４．２ 対話者による言語選択
家庭内であっても相手によって使用変種は異なる（表５）
。祖父母には標準英語・シング
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表5

対話者による言語選択

対話者

標準英語

シングリッシュ

使用しない

祖父母

（n＝157）

8.9％

19.1％

71.9％

父母

（n＝162）

29.6％

56.1％

14.1％

兄弟

（n＝151）

33.1％

64.9％

1.9％

友人

（n＝162）

29.0％

70.9％

0.0％

外国人

（n＝162）

93.8％

4.9％

1.2％

教員

（n＝160）

91.8％

8.1％

0.0％

リッシュともあまり使用されない。祖父母の母語である中国語方言や華語を使用している
ことが理由である。父母に対してシングリッシュの使用が好まれているのは、シングリッ
シュが標準英語よりも親しみがあることと、父母が英語が流暢でない場合、シングリッシ
ュのほうが理解しやすいからである。
At home, I use Singlish all the time because my mom only knows basic English. So I don’t speak
proper English with her. (Informant 12)

自分と同世代の兄弟や友人に対しては、気軽に会話をすることができるシングリッシュの
使用が圧倒的に多い。シングリッシュを使用できる状況下では、彼らはシングリッシュで
会話する。標準英語よりも効率的に話すことができると考えているからである。
I definitely speak Singlish at home because it's more efficient. I can say what I want to say in two or
three words but in Standard English I must use 10 words. (Informant 8)

外国人に対しては、ほぼ全員が通用度の高い標準英語を使用している。外国人が理解でき
ない独自の語彙がたくさん含まれるシングリッシュとは異なり、誰もが理解できる標準英
語を外国人との会話で選択することは当然の結果と言える。
If I were talking to a Singaporean, Singlish would sound friendlier but generally speaking, if talking
to other people, I mean, like other people from outside Singapore, I would say it would be Standard
English because they wouldn't otherwise understand what I’m talking about. (Informant 1)

教員に対しては、教員がシングリッシュを理解することができるにもかかわらず、90％以
上の者が標準英語を話している。大学生達が権威がある立場とみなす対話者に対しては、
シングリッシュの使用は不適切と考えているからである。
I talk with university friends in Singlish but to professors or for more formal things, I’d speak
Standard English. I think it's a sign of respect. When you use Singlish, it sounds a bit informal.
When I speak to someone of higher authority like a professor, for example, I prefer to use Standard
English. (Informant 4)

人による言語選択の結果から、標準英語は公式な場で用いられる H 変種、シングリッシ
ュは非公式な場で使用される L 変種のダイグロシアの状況にあることがわかる。
４．３ 場所による言語選択
家族と気軽な会話を楽しむことができる家では、60%以上がシングリッシュを使用してお
り、英語を使わない人はほとんどいない（表６）
。対話者の言語選択と同様、親しい人との
会話には、シングリッシュが好まれる。ホーカーでは 80％弱がシングリッシュを話すが、
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表6

場所による言語選択

場所

標準英語

シングリッシュ

使用しない

（n＝163）

32.5％

60.7％

6.7％

ホーカー （屋台） （n＝163）

19.0％

77.9％

3.0％

ファストフード店 （n＝163）

59.5％

40.4％

0.0％

大学

（n＝163）

70.5％

29.4％

0.0％

MRT（駅）

（n＝163）

62.5％

36.8％

0.6％

外国

（n＝165）

93.3％

6.0％

0.6％

家

そこで働く人達が標準英語をあまり理解できないと彼らが考えているからである。
In hawker centers, I think Singlish would be easier for hawkers to understand. When you use
Standard English, some of them might not be able to understand what food you want to order. Also,
Singlish makes you feel closer to them. (Informant 14)

ホーカーと比較するとやや洗練された食事の場所であるファストフード店では、過半数が
標準英語を使う。彼らにとってファストフード店はセミフォーマルな場所であるため、標
準英語を使用する頻度が高くなると考えられる。相手が標準英語の理解力が低いと判断し
た場合にはシングリッシュを使用するとの回答も複数あった。
I will initiate with Standard English at fast food restaurants though ordering food items doesn’t
involve any complex English sentences or grammar. I will use Mandarin or Singlish when I find the
person doesn’t understand what I am trying to say. (Informant 2)

大学や MRT といった公共の場では標準英語を使用する人が圧倒的に多い。大学で標準英語
を使用すると回答した人の中には、意思伝達の速さを理由に挙げた者もいた。
I use Standard English in university because with Standard English, you can get your point across
faster. So instead of wasting all your time with all the “las” [la, le, lo, and so on] or whatever, that
would be better. (Informant 3)

90％以上が外国で標準英語を使用するのは、外国人の場合と同様、通用度が主な理由であ
る。場所における言語選択でも、家・ホーカーといった非公式な場所ではシングリッシュ
が主に話され、
大学・MRT などの公式な場所では標準英語が使用されることが確認された。
５．おわりに
調査結果から中華系シンガポール人大学生の英語使用に関して、以下が明らかになった。
（１）英語または華語、もしくはその両方を母語とし、対話者による言語選択では、祖
父母を除けば、両親・兄弟・友人といった親しい人との会話には、標準英語より
もシングリッシュが好まれる。外国人に対しては、通用度が高い標準英語を使用
している。権威がある立場とみなされる教員に対しても標準英語で話す。
（２）場所による言語選択では、家・ホーカーといった非公式な場所ではシングリッシ
ュが主に話され、大学・MRT などの公式な場所では標準英語が使用されている。
結論として、彼らの英語使用において、標準英語は H 変種、シングリッシュは L 変種の
ダイグロシアの状況にあると言える。なお、本稿では考察しなかった異なる母語による英
語使用の違いや言語態度については、稿を改めて論ずることとしたい。
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グローバル企業の言語政策
ELF 研究からの考察
氏家 佐江子
SBF コンサルティング・拓殖大学
１．はじめに
多国籍企業では英語を公用語ないしは共通語として使用することが一般的になってい
る。本研究では、国際展開する日本企業の言語政策はどうあるべきかについて、社内英語
公用語化を導入し、社内で英語のみを使用しょうとした日本企業エイゴ社（仮名）の従業
員へのインタビュー調査を 4 年間に亘って実施し、得られたデータを分析した。
２．ELF/BELF 研究
ELF（English as a lingua franca 国際共通語としての英語）の研究では、非英語ネイテ
ィブ話者のコミュニケーションにおいて、ネイティブ英語を正確に模倣した所謂「正しい
標準英語」を話すことよりも、コミュニケーションを完成させることが重要であると主張
している。
ELF は、Seidlhofer (2011)の定義によれば、
「英語がコミュニケーション手段として選択
され、かつ、多くの場合唯一の選択肢であるような、第一言語を共有しない話者間での英
語使用（p. 7）
」を意味する。さらに、Mauranen (2012)によれば、Lingua franca (国際共
通語)は、通常、接触言語(contact language)、すなわち、第一言語を共有しない話者間の媒
介言語（vehicular language）を意味する。第二言語として英語を話す ELF 話者は、一般
的に、コード変換（code-switching）やトランスランゲージング（translanguaging）など
のコミュニケーション戦略を柔軟かつ巧みに展開して、相互理解をはかり、コミュニケー
ションを完徹する。ELF コミュニケーションの最も際立った特徴は話者間の協働的
（ collaborative ） で か つ 適 応 的 （ accommodative ） 特 質 で あ る (Jenkins et al., 2011;
Seidlhofer, 2011)。簡単にまとめると、ELF 話者のコミュニケーションの特徴は、言葉を
言い換えたり、繰り返したり、聞き返したり、身振り手振り等を通して、相互に理解する
ための努力をすることである。
ELF コミュニケーションの理解には、ELF の多言語的側面の理解が不可欠である。
Seidlhofer (2011)は「ELF は、二言語ないしは多言語のうちの一つの言語として機能し、
他の言語なしには存在しえない。(p. 68)」と述べている。つまり、ELF は多様な言語が使
用される環境の中で、共通のコミュニケーション手段として英語を使う話者が使用するこ
とから、本質的に多言語性を有する。ELF ユーザーは、自らの母語を含めて最低二言語を
使用することを前提としており、多言語の場合もある。彼らが使用する「英語」は、接触
言語（contact language）として機能するが、彼らの母語および彼らが知っている他の言語
すべての影響が反映される (Mauranen, 2012)。 Mauranen は、非ネイティブ英語は、他
の言語の影響を受け、日本語英語、ドイツ語英語、フランス語英語と言ったように、独特
の特徴を持つとし、それらを「シミレクト（similect）」と総称する。シミレクトは、同種
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類のシミレクトの話者間で使用されることはなく、他の種類のシミレクトの話者とのコミ
ュニケーションで使用されるのが特徴となっている。例を挙げると、日本語英語話者間の
コミュニケーションは通常は日本語でなされるのが自然で、日本語母語話者が日本語英語
を使って相互にコミュニケートする必然性はない。
つまり、ELF は、母語を含む多言語と共存し、コミュニケーションの相手や状況に応じ
て利用することが可能な言語資源として機能していると言える。Jenkins が述べているよう
に ELF は、多言語なしには存在しえないのである(Jenkins, 2015, 2018)。

３. 研究結果
インタビュー調査の結果、エイゴ社は当初、社内で使用される唯一の言語として英語の
使用を義務付けることを計画していた。しかし、実際には英語と日本語併用の二言語体制
となっている。エイゴ社が当初導入した日本人同士でも英語使用を義務付けるという施策
は、現実的にはうまく機能しなかった。エイゴ社では、従業員の英語力向上のためにかな
り多くのリソースを割き、英語学習の支援を続けた他、海外留学の経験のある人や帰国子
女の採用も増やした。しかし、日本語話者間での英語使用は活発にならなかった。当初目
論まれたような、完全な英語環境にならなかったのは、英語能力よりむしろ ELF の多言語
性を無視した必然性の欠如が原因だと考えられる。本研究結果は、多様な従業員によって
構成される企業環境を創出することこそが、グローバル化に対応した国際経営にとって、
特に重要であることを示唆している。English as a lingua franca は、lingua franca (国際
共通語)であり、接触言語（contact language）であるゆえ、国際的接触がない場では機能
しないのである。
さらに、企業にとって、社内が、グローバル化に対応して、国際共通語としての英語で
コミュニケート可能な ELF 環境であることを、内外に周知させることは非常に重要な意味
を持つ。エイゴ社の場合は、社内英語公用語化を発表したことで、日本人のみが日本語で
働いている閉じた職場環境ではなく、英語も使えるより開かれた企業であることがアピー
ルできたことから、多言語多文化の多様な人々が働く国際的な企業イメージを作り上げた。
その結果、現在では、非常に多様な人材を採用することが可能になり、日本企業としては
珍しいダイバーシティを誇れる職場環境が実現している。
参考文献
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日本人英語学習者による ESS－理論と実践
加藤 洋昭
青山学院大学
１．はじめに
Extremely Short Story (ESS)は、50 語で書くストーリーやエッセイで、アラブ首長国連
邦ザイード大学の Peter Hassall 教授により提案された。ESS では、エッセイ、フィクショ
ン、ポエムなどのジャンルは問わず、書きたいことを自由に発想して表現することとしてい
る。50 語ぴったりでなければならないという唯一の語数制限は、ESS において重要な役割
を果たしている。1 語多い、あるいは 1 語不足した際に、文法と語彙の知識を利用して、50
語にすることが求められる。そして 50 語で作品を書くことは、英語で自己表現をする良い
練習になると考えられている。
日本「アジア英語」学会では、2007 年から 2012 年までに 7 回の Extremely Short Story
Competition (ESSC)が行われてきた。また The Japan Times Alpha においては、2019 年
5 月現在、5 回の ESSC が行われてきた。このように今日まで、ESS は Competition とし
て開催されてきた。
本研究では、
日本人の大学生を対象にして半期間に渡り 5 回の ESS を書く機会を設けた。
ジャンルやテーマ設定が無いなかで、どのような内容を書くのか。そして作品を書いた際の
心境を記してもらい、学習者の内省を追ってみた。また提出された作品を評価する項目とし
て、Idea, Paragraph Development(PD), Grammar and Vocabulary(G/V)の 3 つを挙げた。
本発表では、半期に渡り行った ESS の実践を報告する。
２．ESS の実践
日本人の大学生を対象に、春学期の 15 週間を使い ESS をライティング課題として課し
た。学生には評価項目として、Idea, PD, G/V の 3 項目があることを事前に説明した。書く
時間や辞書の使用においては、制限しなかった。継続性を持たせるために、提出、評価、返
却をサイクルとして、3 週間に 1 度のペースで書く機会を設けた。
本研究では、以下の大学生を研究対象とした。
・工学部 1 年生 27 名 Reading and Writing の必修科目に於いて
・国際社会学部 2 年生 19 名

Writing の必修科目に於いて

いずれのクラスも各大学より中級クラスという判断がなされた。また両クラスにおいて、
帰国子女や長期間に渡る海外留学経験のある者は居らず、受講者は日本の中高で英語教育
を受けてきたという学習背景であった。
提出された ESS は研究のためにのみ使用されること、学生のプライバシーを守ること、
研究協力への参加・不参加は該当授業への成績評価には一切影響を与えないことを記した
書面を学生に配布した。そして提出された ESS が研究データとして扱われることに了承す
るか否か確認した。その結果、46 名より ESS を研究データとして使用する了承が得られ
た。
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３．成果と課題
本研究では、46 名の大学生によって提出された 5 回の ESS を分析対象とした。1 回未提
出の学生が居たため、全部で 229 作品が集まった。ジャンル分けは以下の通りとした。
①語り文(Narration)：自分の経験など個人的なことを説明したもの。
②描写文(Description)：
「人」
「もの」
「場所」などを描写したもの。
③意見文(Argumentation)：自分の立場と考えを論理的に述べたもの。
④創作文(Fiction)：夢や願望などを綴ったもの。
⑤詩文(Poem)：詩的なもの。
⑥定義文(Definition)：あるものについて定義したもの。例：親友とは？
⑦視点転換文(Perspective Taking)：他者の視点になって世界を表現したもの。
例：飼い犬から見た人間社会。サッカーボールの気持ち。
上記の区分により、ジャンル分けをした内訳は以下のようになった。
語り文

描写文

意見文

創作文

詩文

定義文

視点転換文

その他

98

31

4

16

13

12

54

1

自分の想い、気持ちを表現した「語り文」と他者の視点になって世の中を表現した「視点
転換文」が突出して多いことが分かった。そして「語り文」と「視点転換文」は、共通して
I(私)の視点に立って書かれていることが明らかになった。この意味において、ESS は書き
手の気持ちを表す「自己表現」に適切なライティングの機会だと考えられる。
ま た 作 品 を 評 価 す る 際 に 用 い た Idea, Paragraph Development, Grammar and
Vocabulary の 3 項目については、それぞれルーブリックを用いた。
「良い作品」と評価され
るものには、読み手を惹きつけ共感できるもの、着眼点が鋭いものなどいくつかの項目が考
えられた。本発表では、実際の作品を基にこの点も検証したい。
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大井恭子 編著 田畑光義・松井孝志 著 2008 年『パラグラフ・ライティング指導入門』
（大修館書店）
本名信行 Andy Kirkpatrick 竹下裕子 2018 年 『Across Cultures For Better English
Communication and Understanding』
（三修社）
Nobuyuki Honna 2008 年 『English as a Multicultural Language in Asian Contexts:
Issues and Ideas』
（Kurosio Publishers）
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Integrated-Skills Assessment in EIL/ELF Contexts:
The Language Component
Yuji Nakamura (Keio University)
Adam Murray (University of the Ryukyus)
Hideki Okabayashi (Meisei University)
1. Introduction
McKay and Brown (2016) state that classroom tests are typically used to assess what students
know or can do in the language with reference to what is being taught in a specific classroom or
program.
One type of test validation is content validity which is the extent to which the content of a test
agrees with the syllabus or curriculum description. Bachman and Palmer (1996) proved that content
validity is crucial in determining if a test aligns with the requirements of the syllabus. In other words,

what was taught in class basically should be assessed.
In research on teaching English as an International Language (EIL) classes, Hino and Oda
(2015) summarize the five objectives for students in an EIL class as follows:
1) acquire identity as EIL users
2) become familiar with the linguistic and cultural diversity of EIL
3) gain the cross-cultural awareness needed for communication in EIL
4) establish their own thinking to cope with the varieties of values in EIL
5) acquire reading (and some listening) skills in EIL.
They further suggest five ways of teaching by using integrated tasks in the classroom:
1) Teaching about EIL: The teacher provides the students with knowledge of EIL, such as
the global spread of English today.
2) Role-play in EIL interactions: Drama techniques are exploited in order to allow the
students to practice oral communication in EIL through simulated exercises.
3) Exposure to the diversity of EIL: Students are given opportunities to be accustomed to
the linguistic and cultural varieties of EIL.
4) Content-based approach to EIL: EIL is taught by way of concrete content or subject
matters.
5) Participation in the community of EIL users: Students learn EIL through authentic
experiences in EIL communication with appropriate support.
By adapting these ideas, the present authors conduct an EIL class with the following goals in
mind:
1) To expose students to several varieties of Outer and Expanding Circle Englishes found
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in videoconferences as well as in class.
2) To raise the awareness of English varieties (e.g. English usage and functions) among
speaker scholars and in-class students
3) To enhance students’ language skills (listening and speaking) through a variety of
activities
4) To discuss and explore the pedagogical implications that may help students consider how
and to what extent they can integrate insights from this lesson into their own autonomous
learning.
As Hino and Oda suggest, classroom practice is also a priority. The typical classroom session (a
Videoconference-based class) is as follows:
•

Pre-Class Homework Assignment Questions and Activities

•

In-Class Activity 1: Warm-up and Introduction (10 minutes)

•

In-Class Activity 2: Expose students to varieties of English usage and users by playing
recorded videoconferencing video clips (20 minutes)

•

In-Class Activity 3: Small Group / Whole Class Content Discussion (20 minutes)

•

In-Class Activity 4: Small Group/Whole Class Discussion: Critical reflection about
English language and its users (30 minutes)

•

Wrap-up (10 minutes)

These two parallel proposals use EIL/ELF methodology to familiarize students with the real-life
use of English in the world. However, neither has mentioned the assessment of EIL proficiency,
even though teaching and testing are two sides of the same coin.
In the area of EIL/ELF research, testing and assessment issues are less frequently dealt with.
Chopin (2015) says that language testing in EIL/ELF is still something of a novelty. There is also
a need to bring ELF ideas into the field of language testing because there is a need to assess
performance and proficiency in a world where the use of ELF is increasing.
Chopin (2015) states that two primary issues arise when considering assessment tools. The
first issue is the norms upon which language tests are based. In a lingua franca situation, native
speaker norms are no longer appropriate, but which norms to use is not readily apparent. The
second issue is which factors are taken into account when assessing language proficiency. Typical
language tests heavily weight formal linguistic features such as lexis or grammar. This may be
appropriate for someone preparing for working in an Inner Circle English context, but from an
ELF perspective, form is not the most relevant criteria (Chopin, 2015).
Newbold (2015) claims that there is plenty of evidence that educated users of English still
aspire to native speaker models, such as British English, while at the same time are more aware
of the importance of exploiting the resources of language as a whole, not only the limited ones of
Standard or Native English. As this awareness grows, and mindsets change, the potential validity
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of an ELF construct in a test designed for an ELF context grows (Newbold, 2015).
As the need grows to assess productive and interactive competence in an ELF context, both
in and beyond the world of academia, the way to meet the challenge of making productive test
begins, like receptive skill tests, with a careful identification of the TLU domain, and above all, a
clear understanding of the purpose of the test (Newbold, 2015).
2. Purpose
The primary purpose is to investigate how the scoring criteria aligns with the teaching aspect
in terms of skills-integrated assessment theory (Plakans & Gebrill, 2015; Eckes, T., MullerKarabil, A., & Zimmermann, S., 2016).
With the teaching component in mind, the present authors propose the following categories
for assessment of EIL/ELF with content validity in mind.
For linguistic competence:
a) term-end paper (evaluation of writing ability, logical writing persuasiveness)
b) student-led oral presentation (evaluation of speaking ability, Oral persuasion ability)
c) questions and answers (interaction ability)
d) the teacher’s observation of students’ group interactions
For content aspects (awareness raising towards English variety and subject matter mastery)
e) the course evaluation (official)
f) the questionnaire (self-assessment)
The current class consists of advanced international students in ELF/EIL classes. Their grades
are determined by several factors with their papers and oral presentations being the most
influential elements as based on the ideas of (Plakans & Gebril, 2015) and (Eckes, et al., 2016).
The most important issue is the extent to which each student understands the resources (reading
materials, group class discussions), selects ideas, connects the ideas, and organizes the ideas.
3. Assessment Instrument and Discussion
Plakans and Gebril (2015) indicate that a common challenge for students and teachers is
discourse synthesis (selecting, organizing and connecting) on integrated tasks. Guided practice
with instruction in class is critical for building strategies for integrating language skills. They
proposed reading practice for selecting, writing practice for organizing, and linking ideas from
reading in writing (connecting). The present authors think it might be better to add reading
comprehension practice at the beginning because an appropriate product cannot be expected
unless the source material is clearly understood.
A similar but more developed idea is proposed by Eckes et al. (2016). They claim that
integrated writing tasks provide examinees with one or more language-rich source texts to write
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a composition by activities such as mining the source texts for ideas, selecting and synthesizing
these ideas, transforming the input language, and organizing ideas by using stylistic conventions
(Eckes et al., 2016).
When considering listening, it is worth noting that research on listening tasks, or on listening
assessment in general, has primarily involved independent-approach listening tests, However, due
to the increasing use of integrated test tasks with listening input, more research on such tasks and
task performance is needed (cf. Brunfaut, 2016).
Nowadays, language test purposes are beyond the classroom in terms of the globalizing
attributes; therefore, we need to consider the real-life communication assessments as well as
traditional ones (Hamp-Lyons, 2016).
Choosing between the two approaches depends on the purpose of the assessment and the kind
of language students will need to use in the future. If they need to combine skills, then integrated
assessment is a good choice. Research shows that skills are regularly integrated in the “real world”
and testing them together may be more authentic (Plakans & Gebril, 2015).
Because most of the students have advanced English skills in the international class, the idea
of addressing discourse synthesis (Plakans & Gebril, 2015) is appropriate. The order of classroom
activities is as follows:
1. Reading comprehension
2. Selecting sources (citations)
3. Connecting information (logicality)
4. Organizing ideas (creativity)
5. Reading and discussion
6. Oral presentation (3 minutes) followed by Question and Answer session
7. End-of-term Paper (3000 words)
And the scoring criteria is as follows:
1. For the End-of-term Paper
Component

Evaluation Criteria

Reflection on The response appropriately conveys the relevant information required by the
reading

task prompt, as well as shows recognition of the source text and
comprehension of the contents of the passage. (1-5 points)

Rhetorical

Ideas are clear, complete and well-developed. Writing is well-organized and

features

logic is sequential. (Content, Organization, Cohesion) (1-5 points)

Grammar
Usage

& Language use is excellent with a tolerable margin of errors in grammar
(tense, number, word order/ function article, pronouns, prepositions) and in
usage. (1-5 points)
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When evaluating the students, the process (reading comprehension, selecting, connecting, and
organizing) is included.
2. For the Oral Presentation (evaluation of speaking ability, presentation ability)
1. Speech Organization (1-5 points)
2. Flow of Speech (1-5 points)
3. For the Question and Answer session following the oral presentation (interaction ability)
Comprehension and Production / Interaction and Preparation

(1-5 points)

In oral presentation and interaction, the spoken form of the logicality which should be revealed
in the written form can be verified.
4. Conclusion
In EIL/ELF, not only teaching but also testing or assessment should be essential. Because the
integrated tasks or skills naturally occur in authentic situations, EIL skills integrated teaching as
well as EIL skills integrated assessment should be reconsidered. Skills are regularly integrated in
the “real world” and testing them together may be more authentic. Integrated-skills language
assessment should be reconsidered and its construct should be revisited to facilitate teachers’
development of good assessment tools in the future (Plakans & Gebril, 2015).
Chopin (2015) claims that it is important that tests allow test-takers to give their best
performances in order to show what they are capable of doing. We might not need to develop a
specific EIL/ELF test, but rather incorporate an EIL element into existing tests for validity
purposes (Bayurt & Akcan, 2015). Therefore, the present authors added reading comprehension
in the local classroom setting.
Finally, Chopin (2015) says that research on ELF-influenced language tests needs to be done
into how much testing at different levels can be generalizable. Also, to what extent is large-scale
testing feasible in a world filled with ELF communicative settings.
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Appendix
English and English Language Education in East Asia (Autumn 2018)
1. Paper Submission: Take-Home Exam and Submission in Class
Task: Based on the reading articles (choose at least three) and our in-class discussions, please
discuss one or two out of the five following topics in English in approximately 3000 words. Staple
the documents and submit them in class on XX/XX. Sample Topic: Through article readings and
in-class discussions, what was your discovery about schools, institutions, culture and society in
general in East Asia?
2. One-Minute Oral Speech in Class: Based on the summary of the above paper
Task: Please give a one-minute summary speech based on the paper you wrote for the above task
in English in class.
Students’ final course grades will be determined by the following elements:
15% (in-class activities), 20% (oral-joint presentation), 15% (oral-individual speech), 50%
(submitted paper)
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多文化共生の地域づくりに大学はどんな貢献ができるのか
群馬大学主催「ぐんまで迎える高齢期に備える地域日本語教室」を事例に
発表者：結城恵（群馬大学）
・糸井昌信（大泉国際交流協会）
・平田カティア（群馬大学）
モデレーター：川島智幸（群馬大学）
１．はじめに
発表者らは、定住化あるいは帰化を予定する外国人住民が、日本で安全に安心して高齢
期に備えるライフプランを設計し実践できるように、外国人住民が集住する群馬県太田市
において、外国人住民、日本人住民、関係者による協働型実践研究（Community-based
Participatory Research、以下ＣＢＰＲと記す）を導入してきた。その主たる特徴は、比較
社会学の観点から、外国人住民の視点に立った「高齢期」の理解を図り、文化的・社会的
多様性を考慮したＣＢＰＲ実践を展開することにある（図１）
。このＣＢＰＲ実践のアウト
カム評価及びプロセス評価により、人的多様性に配慮した高齢期ライフプラン作成のため
のＣＢＰＲの成果と課題、および方向性を模索してきた。その知見に基づき、今後その要
請が高まることが予想される、「高齢
期」の外国人住民へのソーシャルワー
クについて、必要となる人的多様性の
配慮の視点とその視点に基づくネッ
トワーク構築の方法及び具体的な支
援の方策の構築をめざしている。
今回のシンポジウムでは、平成 25
年度より５年間取り組んできた上記
ＣＢＰＲ実践に基づき、多文化共生の
地域づくりに大学はどのような貢献
ができるのかを察する。この実践に実
践者としてかかわってきた発表者が、それぞれの専門分野や実践現場での役割の違いによ
ってどのように実践をとらえ・解釈しているのかを報告する。そのうえで、これらの異な
る実践者が、
「大学」という主体のもと、協働で実践を展開する意味について意見交換し、
大学が多文化共生の地域づくりにできる貢献の手掛かりとなる視点を導き出していきたい。
２．外国人定住者が「高齢期に備える」ということ
「高齢期に備える」ことへの中高年者の意識や行動については、
、内閣府及び厚生労働省
など政府による実態調査が行われている。これらの調査により、中高年者は、退職後も健
康で働く意欲が高いが、４人に３人が高齢期の生活に不安を感じており、不安の主な理由
は「健康」「収入」
「介護」にあることが明らかにされた。しかし、従来の研究は、主とし
て日本人住民を対象として知見が構築されており、近年急増している在留外国人に視点を
当てた研究はほとんど行われいない。
わが国には、2018 年６月末時点で約 264 万１の在留外国人がおり、制度改革により、今
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後は、中長期的に滞在する外国人数も増えることが予想されている。これらの在留外国人
が日本で高齢期を迎えるとなると、言葉、制度、文化の壁があり十分な備えができず、将
来的には生活困窮者となる可能性もある。中高年が高齢期に備える情報を把握し実践に移
すための環境の整備は、外国人住民に対しても必要不可欠となる。
３．ＣＢＰＲ実践「ぐんまで迎える高齢期に備える地域日本語教室」
本シンポジウムで報告するＣＢＰＲ実践は、群馬県内の外国人定住者が、高齢期を群馬
県内で安全安心に暮らせるよう、高齢期に向けた備えを日本語教育で支援することを目的
に、平成 25 年度に始まり、現在もなお継続中である。開催地は、群馬大学太田キャンパス
で、月に２回、13 時～16 時の 3 時間、学習者は、群馬県東毛地域や埼玉県北部地域から集
まり、国籍はブラジル・ペルー・中国・フィリピン・ベトナムである。指導者は、馬大学
が開催する地域日本語教育の研修を受けた、群馬県太田市・大泉町の小中学校教員・自治
体職員・大学教職員である。その活動は、毎回の教室の活動に基づいて PDCA サイクルを
回しており、学習者の状況にあわせて、その内容・方法ともに変化してきた。その変化は、
指導者から学習者への「教えること」を目的とする教授学習関係から、指導者と学習者が
「伝え合うこと」を楽しむ協働関係への展開であった。
４．多音法的エスノグラフィによる「伝え合うこと」を楽しむ協働関係の分析
本シンポジウムでは、このＣＢＰＲ実践から、なぜ、多文化共生実践ともいえるこうし
た変化が生まれたのかを考える。そして、その知見をもとに、多文化共生の地域づくりに
大学はどんな貢献ができるのかを考察する。CBPR 実践を振り返る手法として多音法的エ
スノグラフィを次のように活用する。この実践に携わってきた指導者 3 名が、それぞれの
立場で実践を振り返る。これら指導者３名の実践への立場は、大別して、①大学教員で企
画・運営に携わる者、②行政関係者で地域との連携支援に携わる者、③大学研究室員で、
通訳支援で携わる者、となる。それぞれの指導者が、この実践について印象に残ったこと
を語り、その意義を解釈する。また、3 名が共通に体験した事例を取り上げ、指導者３名そ
れぞれが、その事例をどのように受け止め、解釈し、意味づけたのかを紹介する。この CBPR
の振り返りを本シンポジウム参加者の多様な視点で再解釈していただき、その知見をもと
に、多文化共生の地域づくりに大学はどんな貢献ができるのかを議論できれば幸いである。
参考文献
ＣＢＰＲ研究会（2010）,『地域保健に活かすＣＢＰＲ』, 医歯薬出版。
Joseph Jay Tobin（1988）, Visual anthropology and multivocal ethnography: A dialogical
approach to Japanese preschool class size. In Dialectical Anthropology, June 1988,
Volume 13, Issue 2, pp 173–187.
本研究は、平成 26～30 年度科学研究費補助金基盤 B（特設領域）の助成をうけた。課題番
号 26310102「外国人住民の文化的多様性を考慮した高齢期ライフプラン作成のための協働
実践型研究」
（研究代表者 結城恵）
。
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