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45th National Conference of the Japanese Association for Asian Englishes
Time&Date： 10:00 – 17:30, Saturday, December 7, 2019
Registration starts at 9:30
Venue：
Kyoto University of Foreign Studies R452 Building 4
6 Saiin Kasamecho, Kyoto Ukyo-ward, Kyoto City, 615-8558 ACCESS→
Fee：
1,000 yen for members 1,500 yen for on-site members
J = in Japanese, E = in English
Chair: TAJIMA Tina Hiroko (St. Marianna University School of Medicine)
10:00－10:10 Opening Ceremony & Greetings:
MATSUDA Takeshi (President, Kyoto University of Foreign Studies)
TAKESHITA Yuko (President of JAFAE, Toyo Eiwa University)

10:10－11:40

Keynote Lecture
Implications for English Education in Japan from the Viewpoint of World Englishes: From Theory to Practice and Evaluation
SHIOZAWA Tadashi (Chubu University) J

11:40－12:00
12:00－13:15

General Meeting J
Lunch Break

Paper Presentations
Chair: HARADA Shinichi (St. Margaret’s Junior College)
Presentation: 20 minutes + Q&A: 5 minutes
13:15－13:40 Japanese English: Phonetic and Phonological Characteristics J
YAMAGUCHI Toshiko (University of Malaya)
13:45－14:10 East Asian Attitudes towards L2-Accented English: A Comparison Based on a Unified Questionnaire E
WATANABE Yutai (Hosei University), YAMAGUCHI Michiyo (Kyoto Prefectural University),
and KOBAYASHI Megumi (Seikei University)
14:15－14:40 From the Family Language Survey in Bhutan, a Multilingual Society: English as a New Choice of Home Languages J
SATO Minako (Graduate School, Kyoto University)
14:45－15:10 Japanese College Students’Pragmalinguistic and Sociopragmatic Knowledge of Writing E-mail Requests in English E
SHIBATA Miki (Hiroshima University)
Study Tour Report
Chair: TAKESHITA Yuko (Toyo Eiwa University)
15:10－15:30 2019 JAFAE Study Tour Report (Ho Chi Minh, Vietnam) J
KOSEKI Kimiko (Toyo Eiwa University), SAITO Chie (Teikyo University)
Symposium（15:45－17:15）
On Assistant Language Teachers from ESL Regions: Impacts on English Language Education in Japan
Moderator: AIKAWA Masao (Kyoto Junior College of Foreign Languages)
A Brief Overview of ALTs in Japan AIKAWA Masao (Kyoto Junior College of Foreign Languages)
Their Impacts on English Education in Japan: A Theoretical Perspective
TAJIMA Misako (Ibaraki University)
A Report from Primary Schools
NAGASUNA Ken (Shimazu Elementary School, Kyotango City)
On Local Government Policy
OTSUKI Hiroyo (Kyoto Prefectural Education Center)
Discussant: FUJIWARA Yasuhiro (Meijo University)
17:15－17:30
17:45－19:15

Closing Ceremony: HASHIUCHI Takeshi (St. Andrew’s University)
Reception: Kyoto University of Foreign Studies 6th floor, Building 4 3,500 yen
For more information, please contact: JAFAE Office
E-mail: jafaeoffice@gmail.com http://www.jafae.org/
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「国際英語論」の視点からの日本の英語教育への示唆
－理論から実践・評価へ－
塩澤

正

中部大学
2017 年に文部科学省が公立高校約 300 校の 3 年生およそ 60,000 人を対象として、英語
の４技能について、英検®と TOEIC®を融合させたような独自の試験問題を用いて調査をし
ている（文部科学省, 2017）
。話すことに関しては 10 分間のインタビューを行い、書くこと
に関してはエッセイを書かせている。結果は聞くことと、読むことは受験者の 66.4％（聞
く）と 66.5％（読む）が、CEFR の基準では最も低い A1 レベルに該当した。話すこと、書
くことに関しては、その分散に正規分布を得ることはできず、両技能において 80％以上の
受験者が A1 レベルに集中した。また、0 点を取った者が、各技能において、18.8％と 15.1％
もいる。このテストの結果から判断する限り、6～7 年間の英語学習成果として、学習者層
全体の 7 割前後（中間層）が「疑似初心者」
（false beginners）のまま留まっているという
ことになる。もとより言語教育の目的はその習得のみではないが、国の教育への投資や学習
者・教員が費やした時間とエネルギーを考えれば、何かがおかしいと言わざるをえない。
このような実態を改善すべく、長い間様々な言語政策上の取り組みがなされてきた。最近
の施策だけでも、教員の再研修、教室内の言語使用の機会の提供、留学奨学金の増額、CLIL
や All in English の授業の推進、早期英語教育の導入、入試制度の改革、複言語主義的な発
想による英語教育などである。それぞれの取り組みには優れた点があるが、費用や時間がか
かる、制度や法律の変更が必要である、教員の準備ができていない、一定の研修が必要であ
るなどの課題も多い。今すぐに、しかも特別な訓練やコストを必要とせず、日本の英語教育
に大きな影響を与える施策がないだろうか、と考えたとき、救世主が現れた。
「国際英語論」
の考え方を基にした英語教育である。
「国際英語論」の考え方を基にした英語教育とは、ごく簡単に言えば World Englishes の
一 つ と し て の 「 自 分 の英 語 （ My English）」を 強 く 認 識 し 、 英 語 の国 際 的 汎 用 性 や
Communicative Capability (Widdowson, 2015)を基準として、英語を学び、教えるという
ものである。特別な教授法の訓練や財政的措置などは必要ない。基本的にはこのような認識
のもとに英語を教え、学ぶだけである。ねらいは、英語学習の目的や学習態度の変容である。
単純だが、教師、学習者双方の“My English”への認識や態度さえ変われば、日本の英語教育
が大きく変わる可能性がある。ただ、課題は、「国際英語論」の考え方を基にした英語教育
とは授業実践レベルでどのようなものか、具体的な留意点や態度の変容を促す方法がある
のか、あるとすればそれはどのようなものか、などが十分に示されていない点である。すで
に、いくつかの素晴らしい教材や実践は世の中に紹介されているが、日常の大学の授業や検
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定教科書を使った一般的な中等教育の授業の中で、国際英語論の考え方に基づいた授業実
践や留意点が具体的に示されなければ、世の中に広く受け入れられることは難しい。
上記のような背景のもと、本発表の前半では、なぜ日本の英語教育を改善する「処方箋」
として、
「国際英語論 (WE、EIL、ELF) 」が役に立つのか、つまり「国際英語論」からの
日本の英語教育への示唆をいくつか提示してみたい。また、もともと国際英語論の考え方は
特別なものではなく、ごく自然な英語教育の流れであり、以前からも、そして今後も、この
考え方のもとに学習・教育するしかないことも主張したい。さらに、国際英語論を教育の面
から捉えたモデルを提案する。これは、Kachru や Svartvik & Leech のモデルのような、
英語の変種や地域を基準に英語そのものを記述するものではなく、英語学習を中心に置い
たときの国際英語論のモデル化の試みである。
後半では、国際英語論の考え方を基にした授業がどのようなものであるべきか、具体的な
考え方や実践例を紹介する。また、多様な英語に触れ、自分の英語に触れることで、英語へ
の認識が変化する可能性がある(吉川他, 2012) ことを示す。最後に、それに基づいた評価と
はどのようなものが考えられるか、正確さや母語話者英語を単一規範としない国際汎用性
重視の英語評価とは、どのようなものが考えられるのかなどについても考えてみたい。従来
の観点別評価と汎用性重視の評価の相関に関しても簡単な調査報告を紹介する。
言語習得とは個人的な言語能力の獲得だが、教育環境的要因（言語政策）や社会的要因（グ
ローバル化、多言語・複言語化）の影響や社会の言語教育への投資やニーズの大きさを考え
れば、個人の枠組みを超えた「社会的な能力」であるともいえる。学習者の 7 割が 6～7 年
たっても疑似初心者（false beginners）である状態を、いつまでも言語距離の遠さや個人や
教員の努力不足として、放置するわけにはいかないのではないだろうか。その有力な改善策
として、国際英語論からの知見を英語教育のすべての領域と場面において応用し、展開する
ことを提案したい。

参考文献
文部科学省（2017）
「平成 29 年度「英語教育実施状況調査」
（概要）」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/201
8/04/06/1403469_01.pdf（2018 年 12 月 11 日閲覧）
吉川寛・小宮富子・塩澤正・倉橋洋子・下内充（2012）
「英語多変種との接触が学習者の英
語観に与える影響―Our Circle 英語に焦点を当てて」『JACET 中部支部紀要』 10,
55-80.
Widdowson, Henry (2015) Competence and Capability: Rethinking the Subject English.

Journal of Aisa TEFL, 12 (1), 1-17.
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日本英語：音声の特徴について
山口登志子
マラヤ大学
１．はじめに
本発表はマレーシアに滞在する 25 人の日本語母語話者 (長期滞在が 2 人、その他すべて
短期滞在) の英語の録音をまとめ、分析するものである。本発表では、日本英語（日本人の
話す英語）の音声の特徴を母音と子音に焦点を当てて、議論していきたい。
２．録音方法と被験者について
録音は録音専門のスタジオ (Cognito, Petaling Jaya) で行われた。録音内容は三つの要
素から構成され、被験者はまず短い英語のテキスト (Alice’s Adventures in Wonderland 冒頭の
255 語) を読み、次に単語を読み、最後に、英語と日本語で事前に指定された三つのトピッ
クについて各１分から１分半ほど話した。暗記することは控えていただき、数語のキーワー
ドを持参して、日ごろの英語と同じスタイルで、自由にまた自然に、スタジオにて発話をす
るように心がけていただくようにお願いした。録音された音声を分析する上で明確な発音
が必要になるために、なるべくつまずかずに話していただくようにともお願いした。つまず
いた場合は、始めに戻り(文ないしは単語)もう一度読んでいただいた。三つのトピックは次
の通りである。日本語においては、一つから三つまで各自が選ぶという形で話していただい
た。録音参加費が録音当日各自に支払われた。
１．My current situation and future plans
２．Weather
３．A person/an event I cannot forget
母音に関しては、すべての被験者が同じテキストを朗読したという条件を重要視し、第一番
目のデータを基にして結果を得るように試みた。しかし、以下で述べるように、特に子音に
関しては、フリートークに頻繁に起きる興味深い現象は観察の対象に入れた。
被験者はすべてマレーシアに滞在していた日本語を母語とする日本人を選んだ。マレー
シアを選んだ理由は、まず第一に、著者が現在仕事に従事している場所であり、被験者を選
びやすかったこと、第二に、英語を外国語として学んだ日本人の英語話者にとって、マレー
シアという非英語圏で英語を話す環境にいるという事実は、今現在の非ネイティブ英語研
究の基本的条件を満たしていることである。第三に、第二の条件と重なるが、すべての被験
者が L2 Learner ではなく、L2 User というカテゴリーを満たす方々であること。これら
の被験者の方々は、個人差はあるけれども、日常生活において、非ネイティブスピーカーに
対して、英語を使う機会のある人たちである。1
1

二人ほどの被験者にマレーシア英語の影響らしき現象が見受けられた（摩擦音 [θ] が破裂音 [t] に
代用された－J17／explain が explain about と前置詞を伴った－J3 など）
。マレーシア英語がコード化
されていない現状であるために、何がマレーシア英語なのかが明確ではない。従って、例えば、explain
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３. 母音について
母語である日本語の影響は不可抗力的要素ではあるが、それよりも興味深い現象は、日本
英語の母音が異音 (variants) を持ち寄ることである。先行研究では [a] や [o] が日本語に
ない母音を代用すると主張されてきたが (Thompson 2001 [1987])、統計学のテストを使い
「代用する」そして「代用される」母音のフォルマントを測ると、二つの異音の違いが明瞭
に観察される（例えば、Alice の発音における[a] と [æ]）。また短音と長音で対照される
/i/ (Alice と she) と /u/ （book と to）であるが、これまでの非ネイティブ英語の諸研究で
は、その特徴に違いがないなどと言われてきたが (例えば、タイ英語、Wiltshire, 2014, p.
23)、本研究では違いが明瞭に出ている。短音・長音の区別以外では、[e] を除き、すべての
発音が異音を持ち寄っているのも特徴の一つであろう。ただし、hot における [o] の発音
は spelling pronunciation と言われるものの影響だと理解できる。次の表はこれらの結果
をまとめたものである。
音素
/i/

例
she

発音
[i]

音素
/ə/

例
across

/ɪ/

Alice

[ɪ]

/ɜ/

her

/u/

to

[u]

/ʌ/

hurried

/ʊ/
/e/

book
get

[ʊ]
[e]

/ɔ/
/ɑ/

thought
hot

/æ/

Alice

[æ]/[e]
[a]

発音
[ə]
[a]
[ɜ]
[a]
[ʌ]
[a]
[o]
[a]
[o]

４. 子音について
子音においては、興味深い現象が二点ある。一つ目に、破裂音・摩擦音・破擦音がすべて
のポジションにおいて無声音化することであろう。日本語においては有声であるにもかか
わらず（例えば、
「僕」における /b/ の発音）
、日本人の英語話者は無声要素を多用する傾向
にある。PRAAT の抜粋を提供しながら、いかにこの無声化が多発するかをお見せしたい。
以下にある一つ目の図は J11（女性話者）が接続詞 because を発話した時の抜粋である。
語頭の [b] が無声化しているため voice bar が不在になり、 [p] が [k] とほぼ同じに描写
されている。違いが分かるのは、[p] の VOT (Voice Onset Time) が [k] よりも短いことで
あろう。無声化された[b] は本来無声である[p] に近くなるのではあるが、完全になりきっ
ていない。一つ目の抜粋と J11 が picture を発話した二つ目の抜粋とを比べると、語頭の
[p] の VOT が because の[p] より長いことが分かる。換言すれば、[b] は無声化はされる
が explain about と使われても、それがマレーシア英語からの影響であるのかは決めがたい。筆者の同
僚でも、mention about と発話する方々がいるが、この about が explain about の about と同類なのか
も現状では決めがたい。
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が、生粋の無声子音 [p] と完全に同じになるわけではなく、従来の有声子音としての VOT
を保持したままであることが分かる。つまり、日本英語には従来の[b] と[p] 、それに加え
て無声化された [b] の三種が存在することになる。
5. まとめ
上記の観察をまとめると、日本英語話者が規範として学校で習得した標準英語に加えて、
独自の音声を英語を使う現場で作り上げていることになる。この事実は、先行研究にて日本
英語の簡易性・簡素化などが特徴として挙げられてはいるが（末延 2010）、本研究から得
られた結果について言えば、日本英語の規範となる法則や日本語の影響、そして、話すこと
から生まれる諸現象 (無声化や Thailands や Japans に散見される無声摩擦音 [s] の付
加など) という三つの要素が複雑に交差しているように見受けられる。本発表の示唆すると
ころは、このように多様性ありきではあるが、パターン化された多様性であれば（例えば、
子音 /b/ において、日本語では有声だが英語では無声になる傾向など）、日本英語の音声の
特徴と認定され得る可能性を含んでいると考えられよう。
6. これから
現在の諸英語 (Varieties of English) の研究において興味深い点は、非ネイティブスピー
カーが非ネイティブの環境において、いかに英語を使うか・操るかであると考える。ELF
(English as a Lingua Franca) などの研究者によって、会話中心のデータが分析されてい
たり、母語の違う話者同士がお互いの英語をどのように受け止めているかなどという研究
も多数行われたりしているが、話者がどんな言語能力・知識を持って言葉を使用しているか
に関しては、まだ研究の余地がたくさんあるように思える。本研究では、最終的に 33 名の
日本人の録音を総データとして、
「日本英語」の音声から文法、そしてディスコースマーカ
ーや文化的側面に至るまでの広範囲に至る分野を探求するものであり、音声に関する本発
表はその一部を成している。本研究の最終目的は日本英語の特徴とパターンを発見するこ
とに他ならない。
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女性話者 J11 の because の発音

女性話者 J11 の picture の発音
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East Asian Attitudes towards L2-accented English:
A Comparison Based on a Unified Questionnaire
WATANABE, Yutai
Hosei University
YAMAGUCHI, Michiyo
Kyoto Prefectural University
KOBAYASHI, Megumi
Seikei University
1. Aim
The last two decades have seen an increasing number of publications examining nonnative speakers’ ideology regarding English, with recent papers particularly focusing on
attitudes towards varieties of native and non-native accented English in East Asia: Japan
(McKenzie, 2008; McKenzie & Gilmore, 2017; Sasayama, 2013), South Korea (Ahn, 2015;
Ahn & Kang, 2017; Yook & Lindemann, 2013), China (Xu, Wang & Case, 2010) and Taiwan
(Chien, 2014), among others. These studies commonly attest to the participants’ preference
for the Inner Circle English in status and competence dimensions on the one hand and for
their own accented English in solidarity terms on the other. Nevertheless, the difference in
varieties to assess and methodology makes it difficult to discuss the results directly for finegrained analysis: the list of target accents varies from study to study and while some
research projects carry out a direct questionnaire, others adopt a verbal guise technique. In
an attempt to systematically characterise the language ideologies in the region, the authors
distributed a unified questionnaire and held semi-structured interviews with university
students in Japan and China. The initial findings for each country were reported on in
separate conference presentations (Watanabe, 2018; Yamaguchi, 2018) and from these
findings, this paper makes a more in-depth comparison of attitudes across three East Asian
countries, with South Korea newly included, on the same design and scale.
2. Participants and methodology
As shown in Table 1, 112, 121 and 86 university students in Tokyo, Xi’an and Seoul,
respectively, participated in this research and were citizens of the corresponding country.
Their gender ratio was female-biased (67-80% of the subjects), reflecting their enrolment
dominantly in liberal arts degree programmes, where the English language is a subject of
study and/or a medium of instruction. They speak each country’s official language
(Japanese, Chinese and Korean) as the first or one of the first languages and can be
regarded as advanced learners/users of English with their self-reported proficiency ranging
from C1 to the upper segment of B2 level on the CEFR scale.
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Table1: Information about the participants
L1 (N)

Gender
F / M (%)

Japanese (N = 112)

67 / 33

Chinese (N = 121)

80 / 20

Korean (N = 86)

72 / 28

Mean age
(SD)
20.1 years
(0.29)
21.7 years
(0.94)
23.2 years
(3.39)

Variety preference
Inner
Circle

Outer
Circle

90.4%

1.8%

96%

0.4%

94.7%

0%

Expanding Circle
(Own variety)
7.8%
(1.4%)
2.6%
(2.2%)
5.3%
(4.1%)

The first part of the questionnaire asked the participant’s two favourite regional varieties
of English from the list of twenty countries/regions. They uniformly show favouritism for
the Inner Circle English (90%–96%) and an extremely low preference for their own
accented English (below 5% in each country). Then they rated five varieties of accented
English: Japanese, Chinese, Korean, Philippine and ‘non-native European (NNE)’, as
spoken as a lingua franca in Mainland Europe. The majority of students have had
continuous exposure to East Asian-accented English both on and off-campus, through evergrowing opportunities to interact with international students, tourists and businesspeople,
while experience of NNE English has come primarily via news and entertainment media.
Furthermore, a few participants reported direct experience of talking to ‘Euro-English’
speakers during their study-abroad or holiday visits. Subjects evaluated the five varieties
on a five-point Likert scale in terms of five traits: (1) sense of familiarity, (2) pleasantness
of accent, (3) speakers’ (presumed) proficiency, (4) speakers’ intelligence/education and (5)
speakers’ wealthiness.
3. Japanese attitudes towards L2-accented English
A significant amount of literature has indicated that Japanese university students
evaluate Japanese-accented English (JAE) more favourably in the solidarity dimension
than the Inner Circle English (e.g., McKenzie, 2008; Sasayama, 2013). Similarly on Table
2, JAE was rated highest in the trait of familiarity with accent as a realisation of in-group
loyalty (p < .01 or p < .05: one-way ANOVA with Tukey HSD post hoc test). By contrast,
JAE was surpassed in proficiency by all the other L2 accents (p < .01) and in
intelligence/education and wealthiness traits by NNE and Chinese accents (p < .01). The
interviewees’ post-hoc comments confirm how these traits were closely associated with one
another in their unfavourable attitudes towards JAE:
Student A: Wealthy people should be ‘Japanese accent-free’, as they received a good
English education in childhood.
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Student B: A bad pronunciation (characteristic of JAE speakers) is associated with a low
economic background.
Student C: Heavily Japanese-accented speakers are not fluent. Those people are lazy
and low-motivated in doing anything.
Table 2: The Japanese evaluations for 5 varieties of accented English
(N = 112; 5 = most positive rating, 1 = least positive rating)
Trait

Accent
Japanese
3.31
(1.39)

Chinese
2.04**
(0.93)

Korean
2.30**
(1.08)

Philippine
2.52**
(1.18)

NNE
2.74*
(1.33)

Proficiency

2.09
(1.13)
1.79
(1.01)

2.04
(0.96)
2.58**
(1.13)

2.25
(1.02)
2.47**
(1.16)

2.45
(1.05)
2.82**
(1.12)

3.21**
(1.24)
3.75**
(1.17)

Intelligence/
education

2.10
(1.07)

2.63**
(1.11)

2.40
(1.10)

2.30
(0.97)

3.53**
(1.17)

Wealthiness

2.01
(1.06)

2.79**
(1.20)

2.46*
(1.10)

2.14
(0.97)

3.12**
(1.22)

Familiarity
Pleasantness
of accent

The numbers in parentheses show the standard deviations.
Significant differences between JAE and other varieties: **p < .01, *p < .05 (oneway ANOVA with Tukey HSD post-hoc test)

Other noteworthy findings from their comments are that the high rating of NNE English,
in all traits except familiarity, was due to the phonological similarity of European
languages and to the participants’ impression of ‘cultivated Europeans’ whom they had met
during their visit to northern Europe. As for the reasons for high-rated Korean and
Philippine English in terms of proficiency, some interviewees referred to frequent media
coverage of immense enthusiasm on English education in South Korea and the official
language status of English in the Philippines. Arguably, the presumption that Chinse
students on the campus should come from an affluent family, having received a quality
education on a private basis, may have resulted in Chinse accent’s significantly high scores
in intelligence/education and wealthiness traits.
4. Chinese attitudes towards L2-accented English
Table 3 establishes Chinese participants’ in-group loyalty with respect to their
familiarity with the accent, which is the only trait where NNE English did not gain the
highest rating. The subjects’ self-confidence is observable in that they evaluated Chineseaccented English (CAE) significantly higher than any other Asian variety in all traits
except perceived wealthiness.
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JAE was rated unfavourably in every trait, particularly in accent-pleasantness. However,
this low esteem for JAE is not compatible with the result of Yamaguchi’s (2018) small-scale
survey conducted at the same university: 25 Chinese post-graduate students, who majored
in Japanese studies, valued JAE as high as or even higher than CAE as regards
pleasantness, intelligence/education and wealthiness. It implies that subjects’ language
attitudes, especially as examined by a direct method, are likely to be affected by their
affinity with a target country or culture in general, as well as with its speech characteristics.
Table 3: The Chinese evaluations for 5 varieties of accented English
(N = 121; 5 = most positive rating, 1 = least positive rating)
Trait

Accent
Chinese
4.11
(1.00)

Japanese
2.15**
(0.99)

Korean
2.21**
(0.95)

Philippine
1.92**
(0.89)

NNE
3.54**
(1.10)

Proficiency

2.96
(1.09)
3.02
(0.89)

1.95**
(0.94)
2.34**
(0.92)

2.22**
(1.04)
2.39**
(0.95)

2.22**
(0.88)
2.63*
(1.07)

3.65**
(1.02)
3.86**
(1.02)

Intelligence/
education

2.83
(0.98)

2.48*
(1.00)

2.44*
(0.90)

2.40**
(0.94)

3.36**
(1.01)

Wealthiness

2.59
(1.03)

2.36
(0.94)

2.38
(0.92)

2.33
(0.99)

3.39**
(1.12)

Familiarity
Pleasantness
of accent

The numbers in parentheses show the standard deviations.
Significant differences between CAE and other varieties: **p < .01, *p < .05 (oneway ANOVA with Tukey HSD post-hoc test)

5. South Korean attitudes towards L2-accented English
Overall, South Korean university students rated Korean-accented English (KAE)
favourably among the five varieties (see Table 4). They found their variety most familiar as
well as most pleasant, which signals strong in-group solidarity. In terms of
intelligence/education and wealthiness, the respondents gave NNE the highest rating
ahead of their own variety. For the proficiency trait, subjects ranked KAE third after NNE
and Philippine English. Other notable findings include that NNE English, as arguably the
closest in image to the prestigious Inner Circle varieties (American and British English in
particular), received generally high evaluations, whereas JAE was rated least favourably
in every trait. These results are in line with the previous findings regarding Korean
attitudes towards varieties of English (e.g., Yook & Lindemann, 2013).
It is also worth pointing out that Philippine English received a considerably higher
ranking than JAE and CAE in the proficiency dimension, which may be partly due to the
fact that the Philippines has become a popular overseas destination for Korean students to
learn English, with Philippine English gaining more and more recognition.
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Table 4: The South Korean evaluations for 5 varieties of accented English
(N = 86; 5 = most positive rating, 1 = least positive rating)
Trait

Accent
Korean
4.16
(0.93)

Japanese
2.16**
(0.96)

Chinese
2.39**
(0.93)

Philippine
2.54**
(1.13)

NNE
2.88**
(0.91)

Proficiency

3.52
(0.89)
2.87
(0.91)

2.05**
(0.88)
1.92**
(0.86)

2.19**
(0.91)
2.39*
(0.98)

2.58**
(1.05)
2.95
(1.16)

3.01**
(1.04)
3.49**
(0.89)

Intelligence/
education

2.94
(0.9)

2.24**
(0.88)

2.34**
(0.92)

2.4**
(0.91)

3.14
(0.91)

Wealthiness

2.55
(0.91)

2.12*
(0.91)

2.36
(1.01)

2.12*
(0.92)

3.08**
(0.92)

Familiarity
Pleasantness
of accent

The numbers in parentheses show the standard deviations.
Significant differences between KAE and other varieties: **p < .01, *p < .05 (oneway ANOVA with Tukey HSD post-hoc test)

6. Conclusion
First of all, this study substantiates the speakers’ in-group loyalty across the region
concerning familiarity with their own accent. Regardless of the nationality, East Asians
commonly find prestige in NNE English in proficiency, intelligence/education and
wealthiness traits; they perceive the variety similar to the Inner Circle English,
presumably on the grounds of the typological similarity among European languages
including English, as was often referred to in their verbatim comments. English in the
Philippines was rated the second-highest in the proficiency trait by Japanese and Korean
participants, who associate it with the country’s official language status and thriving
English language teaching industry.
At the same time, Japanese respondents stand in contrast to Chinese and Korean
subjects in that the Japanese view their own variety as least favourable of all L2 varieties,
whereas the Chinese and Koreans evaluate their own speech higher than any other Asian
accent in intelligence and status dimensions. Whether, and how far, Japanese ‘selfabasement’ and the other Asians’ ‘self-applause’ are reflected in other aspects of sociocultural ideology and behaviour is worthy of some discussion.
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家庭言語の新たな選択肢としての英語
―多言語社会ブータン王国における家庭言語調査から
佐藤美奈子
京都大学
１．研究の目的
本研究は，普通教育導入によりブータンに新たに登場した「知識人」1 家庭の家庭内言語
状況を，言語社会化論 (Language Socialization) (Ohas, E. and Schieffelin,B.B. 2012: 1)
を理論的な枠組みとして明らかにすることを目的とする．ブータンの子どもは，伝統的に複
数の言語が混在する多言語環境に無意識に置かれ，自然に複数の言語を習得してきた．その
ような伝統のなかで「英語もゾンカ語もできる」知識人家庭の両親は，自ら家庭言語を選択
する能力をもつ最初の親世代である．本研究は，民族語が林立するブータン中央部に暮らす
一般知識人家庭を，同じく高学歴で高い言語能力をもつ教師家庭の家庭内言語状況と比較
することにより，両家庭の環境の相違が家庭言語に与える影響を明らかにする．両者の相違
は，前者の大多数が地元出身者で三世代同居の大家族で暮らすのに対し，後者は他地方出身
の赴任家庭であり核家族で暮らすという点である．現在のブータンは，教育を受けた世代と
教育を受けない世代が混在する最初で最後の過渡期である．祖父母世代と同居する大家族
の生活で，一般知識人の両親がどのようにゾンカ語と英語を家庭言語として導入している
か，子どもが学校教育や地域生活を通して習得した英語やゾンカ語を家庭へ持ち込んでき
たとき両言語に堪能な親としてどのように対応するか，民族語しかできない祖父母世代と
の関係をどのように取りもっているのか，家族形態が異なる教師家族と比較することによ
り明示的に浮かび上がらせる．1961 年の普通教育導入から 60 年あまり，当初 400 人程度
だった生徒数は全教育レベルで 1,88743 人となった（2018.4 時点 PPD MoE 2018)．6～
12 歳の子どもの 94.5%が初等教育に就学する (World Bank 2019)．その後の貧困層とそれ
以外という最低限の経済生活レベルをわける境界とされる (JICA 2010) 中期中等教育修了
(中学校卒業相当) は，2007 年の 50.0％から 2017 年には 70.0% (PPD MoE 2018) となっ
た．高等教育機関への進学率は同じく 10 年間で 19 歳から 23 歳人口の 5.4%から 21.4%と
なり，学生数は 11, 476 人となった (World Bank 2019)．今後更なる増加が予想される「ゾ
ンカ語も英語もできる」知識人の家庭言語状況および新たな家庭言語選択肢としての英語
への着目は，ブータンにおける家庭言語像の動向を考えるうえで有効な視点と考える．
２．理論的枠組み
本研究が理論的枠組みとする言語社会化は，
「言語使用を通しての社会化」であると同時
に「言語を使用するようになるための社会化」 (Ohas and Schieffelin 1986：163) と定義
される．
「ヒトがどのように言語を媒介として社会化されるか」に着目して発展してきた言
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知識人および「知識人層」という用語の使用について，本研究では「人びとの学歴や職業を含む経歴が経済生活，趣味
趣向，思考法に相関し，示差的な傾向性が見出される」 (風間 2019：774) という仮定に基づき，ブータンの大多数
(70%) (JICA 2010: 24) を占める「農民」および「農民層」と区別して「知識人」という用語を用いる．なお本研究で
は，現在のブータンにおける高等教育への進学状況を考慮し，
「知識人」および「高学歴者」を高等教育（大学）修了
者と定義し，少なくとも両親のどちらかが「知識人」の定義に該当する家庭を「知識人家庭」と定義する．また，
「公
務員 (教員も含む) 」を除くという意味で「一般 (人) 」という用語を用いる．
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語人類学的アプローチのひとつである (マシュー・バーデルスキー 2014). 家庭における言
語社会化の多くは，養育者 (親) の言語化されない実践を新参者 (子) が観察し，日常的に
参加を繰り返すことによって生じる「暗黙的な社会化 (implicit socialization)」(Ohas，et.al.
2012: 12) である．そこが，実践的知識が言語化 (explicit) される学校教育との相違である．
本研究では，両親がどのようにして「暗黙的」にわが子に適切な言語行為をモデル化して見
せ，それを観察した子どもがどのようにそれを習得して言語社会化していくか，さらに子ど
もの社会化によって両親もまたいかに変わっていくかに着目する．マクロレベルにおける
社会的変化がミクロな個人の言語実践にいかに影響するのか，両者をつなぐメゾ構造とし
て家庭を位置づける．そして家庭を構成する 2 つの「行為主体者 (agents)」(Ohas et.al.
2012：3) として親と子の相互作用により形成される家庭内言語環境を明らかにする．
3．調査
3.1 調査地：中央ブータンのブムタン (Bumthang) とトンサ (Trongsa）
本研究の調査地であるブムタンとトンサは，ブータンを東西に横断する東西縦貫通道路
の中継地点にあたる．西のゾンカ語，東のシャーショプカ語，南のネパール語といった話者
人口 20%前後 (CBS 2016) の民族語に囲まれるなか, ケンカ語，ブムタンカ語，クルトッ
プ語等，話者人口 5.0％前後の民族語が林立する複数言語地域である．国内移動が活発化す
るブータンにあって当地域は住民の滞在期間が長く(34.72 年)，移民率が低い (29.0%) (CBS
2016) ことで知られ，昔からの土地出身者が多く移動が少ない地域である．三世代同居の大
家族生活のなかで両親と子どもが伝統的社会とどのように関わり，家庭言語環境を創造す
るかを明らかにすることを目的とする本研究にとって最適な調査地と考える．
3.2 環境因子分析：分析に先立ち，家庭言語環境に影響を与える可能性がある４つの環境因
子について，一般知識人家庭 (以下，一般家庭) と地方赴任教師家庭 (以下，教師家庭) 両
家庭の特徴と相違を明らかにし，分析対象家庭を抽出した．
(1) 両親の学歴と英語・ゾンカ語能力：学歴は，両家庭の夫婦共に大学卒業以上が 50%を超
える．ゾンカ語能力は，両家庭の夫婦共に 80%以上が上・中級，英語能力は，教師家庭は夫
婦共に 80%以上，一般家庭は父親が 80%以上，母親は 60%以上が上・中級である．
(2) 結婚形態：ブータンの結婚形態は，両親の言語の組み合わせから 4 つの範疇に分類され
る：(1) 両親が共にゾンカ語を第一言語とする家庭 (W (Double) ゾンカ語家庭：以下 W ゾ
家庭)，(2) 両親のどちらかがゾンカ語を第一言語とし，もう一方は民族語を第一言語とする
家庭 (Single ゾンカ語家庭：S ゾ家庭)，(3) 両親の両方が民族語を第一言語とし両親の民族
語が同じである家庭 (W 同民家庭)，(4) 両親の両方が民族語を第一言語とし両親の民族語
が異なる家庭 (W 異民家庭)．当調査のインフォーマントの場合，教師家庭は 47.0%と半数
近くが異言語話者間結婚 (S ゾ家庭＋W 異民家庭) であるのに対し，一般家庭は異言語話者
間結婚が 23.4%，同じ言語民族同士の結婚 (W 同民家庭) が 71.4%である．
(3) 居住地と出身地の関係：教師家庭は本人の出身地や第一言語とは関係なく赴任地が決定
される現行の赴任制度を反映し，
「不一致」の割合が 73.5％と高く，大多数が他地方出身者
である．一般家庭は逆に「一致」が 89.3%であり，大部分の両親が地元出身者である．
(4) 家族構造と親戚との交際：教師家庭は，三世代同居家庭が皆無であるだけでなく子ど
もが親戚等両親以外に両親の言語と触れる機会が毎日と週 1 回程度を合わせて 10%である．
一般家庭は，三世代家庭が 77.7%を占め，親戚等との接触も毎日と週 1 回程度を合わせて
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88.9%と有意に高く，家庭の民族語使用が家庭外環境によっても支えられている．
3.3 調査方法
(1) 対象：
「一般家庭」として条件 A「1 人以上の子どもがいる家庭で家庭内言語選択肢と
して民族語をもつ知識人家庭」
，条件 B「少なくとも両親のどちらか一方が地元出身者であ
り，三世代大家族で暮らす家庭」の両条件を満たす 21 家庭を選出した．教師家庭は条件 A
のみを満たす 30 家庭を選出し，両家庭で計 51 家庭とした．これにより B 条件―「三世代
同居の大家族」か「核家庭」－という家庭環境の相違による家庭言語状況の比較をおこなう．
(2) 調査項目：1 家庭言語に対する意識，２．実践， ３現状認識（＊本稿では省略)
社会的変化，家庭外環境が個人および家庭の言語選択や使用に与える影響の在り方とし
て，本研究では，Gal (1979) および簡 (2002) が提唱する「社会的要因が言語使用のあり方
を直接左右するのではなく，複数の社会的要因が統合した結果，もとの言語と新しく入って
きた言語に新たな価値が与えられ，話者のそれらの言語に対する価値判断が影響される．そ
して結果的に，その価値判断の変容が言語使用のパターンを変えさせる」 (簡 2002：17) と
いう間接的な作用の在り方を支持し，「意識・実践・現状認識」の 3 段階の質問をした．
(3) 分析方法：分析１-教師家庭と一般家庭の比較，分析 2-子どもの年齢による比較
ブータンでは教育政策の転換により世代によって受けてきた教育の質が異なる．第 6 次
五か年計画を転換期 (辻 2000) として，共通語としてのゾンカ語の普及に焦点があった第
一次世代と，一民族一言語主義のもと国民教育が強化されゾンカ語が国家アイデンティテ
ィの核とされた第二次世代に大きく 2 分される．したがって本調査では分析１として教師
家庭と一般家庭を比較し，分析２として「回想質問」2 (簡 2002；Lieberson 1980) を用い
ることにより子どもの年齢が 5 歳以下と 6 歳以上の家庭の相違を分析する．それにより，
両年齢層における家庭言語使用の相違が，子どもの成長による変化 (年齢による差異）か，
両親の世代による言語教育観の相違を反映したもの（世代間差異）であるかを明らかにする．
4. 「意識」
表 1 教師家庭 VS 一般家庭 家庭内言語に対する意識の有無
意識した
全年齢
教師家庭 30 30／30 (100.0)
一般家庭 21
10／21 (47.6)
計 51
40／51 (78.4)
表 2 意識した時期 (全年齢)
家庭 (%)
教師家庭 30
一般家庭 10
計 40
家庭 (%)

表 3 一般家庭
家庭 (%)
一般家庭 21

意識経験ない
全年齢
0／30 (0.0)
11／21 (52.4)
11／51 (21.6)
結婚前
2 ( 6.7)

結婚~第 1 子誕生前
24 (80.0)

第 1 子誕生～就学前
4 (13.3)

就学後
0 (0.0)

計
30 (100.0)

0 (0.0)
2 (5.0)

0 (0.0)
24 (60.0)

7 (70.0)
13 (32.5)

3 (30.0)
(17.5)

10 (100.0)
40 (100.0)

5 歳以下 VS 6 歳以上

意識した
7／13 (53.8)

5 歳以下
意識経験ない
6／13 (46.2)

計
意識した
13／13 (100.0) 3／8 (37.5)
21／21 (100.0)

6 歳以上
意識経験ない
5／8 (62.5)

計
8／8 (100.0)

結論１ 家庭内言語に対する両親の「意識」
(1) 意識の有無，時期，両親の世代による差異 (表 1，2，3)
教師家庭は，家庭内言語に対して高い意識をもち，意識した時期も早い．結婚から第 1 子
2

現在 6 歳以上の子どもをもつ両親に子どもが 5 歳以下の時の状況を回想してもらった．
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誕生前という家庭が大多数を占め，両親の世代による差異はない．地方への赴任が意識化の
引き金となったというコメントが多く寄せられた．一方一般家庭では，意識したと回答した
全家庭が第 1 誕生後であった．ただし，両親の世代による差異があり，比較的年配の世代で
は第 1 子就学後に子どもが自ら英語やゾンカ語を家庭へ持ち込んできたことが親の意識化
を促したという家庭が多いのに対し，若い世代では早期から高い意識をもつ傾向がある．
(2) 家庭言語に対する両親の関与と役割に対する認識 (コメントから＊省略)
教師家庭には，地方の民族地域での生活が原因でわが子のゾンカ語と英語の習得が遅れ
るのではないかという懸念から両言語の意識的な導入を計画したという人が多い．しかし
その後，子どもが成長してゾンカ語や英語の使用が多くなり，さらに在住地域の民族語が介
入してくるようになると，両親の民族語の維持が不安になったという声が聞かれた．教師家
庭の両親は，自らの意識的な関与により，社会で実用性の高い英語とゾンカ語をわが子に習
得させ，可能ならば自身の民族語を継承させることを親としての自らの役割と認識してい
る傾向がある．一般家庭では，基本的に子どもの自然な言語習得に任せる傾向がみられる．
子どもが成長し，子ども自身が英語やゾンカ語を家庭内に持ち込んでくるようになったこ
とが，家庭言語に対する両親の意識を促したというコメントが多く寄せられた．一般家庭の
両親は，わが子が持ち込んでくる英語やゾンカ語を受け容れ，応じる姿勢を示すと同時に，
同居の祖父母世代との関係を懸念し，言語の適切な使い分けをわが子に教えることを自身
の役割と自認する．両世代を取り持つバランス軸としての存在性がうかがえる．
5「実践」
5.1 両親間言語
表 4 教師家庭 VS 一般家庭 両親間の使用言語 （全年齢）
家庭 (%)
教師家庭 30
一般家庭 21
計 51

ゾンカ語
30 (100.0)
21 (100.0)
51 (100.0)

英語
12 (40.0)
5 (22.7)
17 (33.3)

民族語
12 (40.0)
17 (77.3)
29 (56.9)

計 (複数言語率)
54／30 (180.0)
43／21 (204.8)
97／51 (190.2)

表 5 一般家庭夫婦間言語 子どもの年齢別内訳
家庭 (%)
一般家庭
21

ゾンカ語
13 (100.0)

子どもの年齢 5 歳以下
英語
民族語
計
ゾンカ語
23／13 (176.9)
1 (7.7)
9 (69.0)
8 (100.0)
43／21 (204.8)

5.2 親子間言語 (現在)
表 6 教師家庭 VS 一般家庭 親子間 (全年齢)
家庭 (%)
教師家庭 30
一般家庭 21
計 51

ゾンカ語
30 (100.0)
16 (76.2)
46 (90.2)

英語
21 (61.8)
15 (71.4)
36 (70.6)

民族語
12 (40.0)
21 (100.0)
33 (64.7)

計(複数言語率)
63／30 (210.0)
52／21 (247.6)
115／51 (225.5 )

表 7 現在 5 歳以下
家庭 (%)
教師家庭 10
一般家庭 13
計 23

ゾンカ語
10 (100)
8 (61.5)
18 (90.0)

英語
8 (80.0)
8 (61.5)
16 (69.6)

民族語
3 (30.0)
13 (100.0)
16 (80.0)

計 (複数言語率)
21／10 (210.0)
29／13 (223.1)
40／23 (173.9)

表 8 現在 6 歳以上
家庭 (%)
教師家庭 20
一般家庭 8
計 28

ゾンカ語
20 (100.0)
8 (100.0)
28 (100.0)

英語
13 (65.0)
7 (87.5)
20 (71.4)

民族語
9 (45.0)
8 (100.0)
17 (60.7)

計 (複数言語率)
42／20 (210.0)
23／8 (287.5)
65／28 (232.1)
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子どもの年齢 6 歳以上
英語
民族語
計
20／8 (250.0)
4 (50.0)
8 (100.0)

5.3 親子間言語 (変移)
表 9

現在 6 歳以上の子どもをもつ家庭の 5 歳以下のときの状況

家庭 (%)
教師家庭 20

ゾンカ語
16 (80.0)

英語
6 (30.0)

民族語
18 (90.0)

計 (複数言語率)
40／20 (200.0)

一般家庭 8

2 (25.0)

0 (0.00)

8 (100.0)

10／8 (125.0)

計 28

18 (64.3)

6 (21.4)

26 (92.9)

50／28 (178.6)

結論２「実践」
(1) 両親言語と親子間言語の関係 (表 4，5，6)：教師家庭，一般家庭共に両親間よりも親
子間で英語の使用が増えている。教師家庭では，子どもが幼い頃から両親による意識的な英
語とゾンカ語の導入がみられる．一般家庭では，両親間では民族語を用いない家庭でも親子
間や家族間では祖父母の影響から全家庭で民族語を用いている．子どもが家庭へ持ち込ん
でくる英語やゾンカ語が親子間や家族間，さらに両親間の言語使用を変えることもある．
(2) 現年齢による相違 (現在の 5 歳以下と 6 歳以上の家庭の比較)(表 7，8)：教師家庭で
はゾンカ語は全家庭で用いられ，年齢による相違はない．英語は 6 歳以上のほうが少なく，
民族語は逆に 6 歳以上のほうが多い．一般家庭ではゾンカ語，英語共に 6 歳以上のほうが
多い．民族語は全家庭で用いられ年齢層による相違はない．これらの相違が子どもの年齢に
よる変化か親の世代による相違かを回想質問によって明らかにしたのが（3）（4）である．
(3) 子どもの年齢による変化 (同じ家庭の 5 歳以下と 6 歳以上の状況を比較) (表 8，9)：
教師家庭，一般家庭共に子どもの成長に伴いゾンカ語と英語が増加している．ただし教師家
庭では 5 歳以下の家庭ですでに両親の意識的な導入によって両言語が高い割合で用いられ，
複数言語率は最高度に達しているため，その後の両言語の伸びは低い．しかもゾンカ語と英
語の増加は，民族語から両言語へのシフトという形として実現され，結果，民族語は大幅な
減少となった．一般家庭では両親が意識的な導入を試みない分，5 歳以下の状況ではゾンカ
語と英語の使用は半数を超える程度であるが，6 歳以上になると子ども自身による導入によ
り急速に英語とゾンカ語の使用が高まる．それにより両家庭の相違は解消されるだけでな
く一般家庭のほうが多いほどになる．しかも民族語はゾンカ語と英語の増加に関わらず年
齢を通じて維持されているため 1 家庭 3 言語という高い複数言語率を示すようになる．
(4) 親の世代による相違 (同じ 5 歳以下の年齢状況を両親の世代間で比較)(表 7，9):
教師家庭，一般家庭共に子どもが現在 5 歳以下の家庭のほうがゾンカ語と英語をより多く
用いている．一方，民族語は，教師家庭では両親の世代による相違 (使用率の減少) がみら
れるが、一般家庭では両親の世代による家庭内民族語使用に相違はない．
以上の結果から，英語とゾンカ語については，教師家庭，一般家庭共に子どもの成長に伴
う年齢による増加と親の世代による増加の両方がみられる．特に一般家庭の英語は，親の世
代による増加と子どもの成長に伴う増加が共に著しく，総合的に大幅な増加をもたらした．
民族語は，一般家庭では全家庭で用いられており，子どもの年齢による変化も親の年代によ
る差異もない．一方，教師家庭では子どもの年齢による減少と親の世代による減少が重なる
形となり，今後更に大幅な減少が予想される．
6

結論

(1) 新たな家庭言語選択肢としての英語
ブータンにおける新たな家庭言語の選択肢としての英語の導入は，現在，2 つの形をとっ
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ている．第 1 は，教師家庭にみられるように，わが子の家庭言語環境およびそれに対する親
の役割について両親が高い意識をもち，また選択を可能とするだけの高い言語能力を自ら
もつ両親が主体となり，わが子に英語を導入していく形である．第 2 は，一般家庭における
ように，子ども自らが家庭の外で，すなわち学校教育によって英語を学習し，それを家庭内
へと持ち込むことにより家庭の言語環境を変えていく主体者となる形である．ただしいず
れの家庭においても家庭内言語環境を形成し，変えていく主体者は親または子どものどち
らか一方ではあり得ない．教師家庭では，自身の民族語の継承を望んだ両親の計画は，それ
を支える家庭外環境の欠如もあり，英語に乗り換えられる結果となった．結局のところ言語
の習得と使用の継続を決めるのは子ども自身ということである．実社会における実用モデ
ルのない言語の継承は，子どもが成長し，自ら言語を選択していく年齢になると淘汰される
可能性が高い．一般家庭においても英語が家庭言語として定着していった背景には，高い言
語能力をもつ親が英語を新たな家庭言語として受け入れ応じる姿勢をもったことが重要な
要因としてある．英語を解しない祖父母世代が同居するなか，両世代の間で知識人である両
親が複数言語の棲み分けを示すモデルとして，またバランス軸として担った役割が，英語と
民族語の共存，民族語の安定した継承を導いた可能性が高い．
(2) 転換期のブータンの「今」と言語社会化論
本研究では，言語的社会化論を考察の枠組みとし，マクロな社会構造の変化とミクロな個
人の言語実践を結ぶメゾ構造として家庭を対象とした．そして社会構造の変化といった社
会的要因が両親の言語観や家庭言語に対する自身の役割についての考えにどのように影響
し，それが家族の日常的な言語生活にいかに反映されるかを，新たな家庭言語選択肢となり
つつある英語の導入に着目して考えた．社会構造の急激な変化とそれに伴う国内言語間の
関係性や言語観にこれまでにない新展開が次々と起こりつつある現在のブータンにあって，
古参者と新参者の双方の主体性を認め，その相互作用に着目する視点をもつ言語社会化理
論は，ブータンの家庭言語を考察していくうえで有効な枠組みとなると考える．
今後の課題：今回は，
「英語もゾンカ語もできる両親」，
「選択肢をもつ初の両親世代」とし
て知識人家庭に焦点をあてた．次回は，ブータンの 70%を占める農家家庭の家庭内言語状
況に着目する．英語やゾンカ語能力をもたない両親が，子どもが持ち込んでくる新しい言語
や文化にどのように応じているのか，親と子双方の言語社会化に焦点をあてる．
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Japanese college students’ sociopragmatic and pragmalinguistic
knowledge of writing e-mail requests in English
Miki Shibata
Hiroshima University
1.

Backgrounds
Modern technology has increased our ability to communicate effortlessly across
borders. In particular, online communication such as e-mail is useful in a variety of
contexts such as business and tertiary education. Consequently, English plays a
critical role as a lingua franca among those who do not share a first/native language.
Given this situation, we find ourselves in more opportunities to write an e-mail
message in English. Such online interaction has become increasingly common in
intercultural communication settings, where English is used as a lingua franca
(ELF). Unlike face-to-face interaction, senders can monitor their written piece prior
to sending it to receivers, but they cannot retract it and have few opportunities of
interpersonal negotiation once it has been sent. As a result, the knowledge and skills
for writing adequate messages is required for ELF writers to avoid the risk of
offending receivers unintentionally. In particular sociopragmatic and
pragmalinguistic knowledge is critical: the former refers to ‘sociocultural norms for
linguistic behavior in a given context,’ whereas the latter refers to ‘the actual
language forms used to convey the intended meaning’ (Ishihara & Cohen, 2010).
However, since more emphasis has been put on grammatical competence and oral
communication than such pragmatic competence and written communication in ELT
(English language teaching) settings in Japan, college students may not have fully
developed pragmatic competence in e-mail writing.
The current study focuses on participants’ pragmatic knowledge of email requests.
While there are a large number of studies that have examined requests during faceto-face interaction, few researchers have explored this phenomenon occurring in
email interactions (e.g., Chejnová,, 2014; Chen, 2006; Hendriks, 2010; Sigrun, 2007).
2.

Study
The study investigated the pragmatic knowledge of Japanese college students.
Specifically, the study explores the pragmatic knowledge surrounding e-mail
requests in English., performed by Japanese college students. The study was conducted with
25 college students (TOEIC average score = 548) by adapting a DCT (Discourse Completion
Task): they were asked to write an e-mail request to a professor and a friend in order to make an
appointment and later inform their lateness to the appointment due to the weather respectively.
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That is, they wrote a total of four e-mail messages. Then the participants were invited for a followup questionnaire where the researcher interrogated how participants perceived e-mail requests in
English and what difficulties they face in writing e-mails to the two recipients.
3. Results
The study follows the discourse structure of a request e-mail suggested in Aikawa
& Ishihara (2010). They suggested the following elements: (a) a subject line, (b) a
salutation/greeting, and opening, (c) a body, a closing, and (d) a signature. The body
should include head act (request) and background explanation. Based on such
components, the data were analyzed focusing on the salutation/greeting including
address terms (e.g., Dear, Ms., Prof.) and request forms in the body.
As shown in Table 1, participants used Dear more frequently in the request to a
friend than to a professor. Noticeably, they most frequently addressed to a professor
with Ms./Mrs. rather than a job title Professor/Prof. In addition, 5 request messages
to a professor start with either head act or background explanation without a
salutation/greeting.
Table 1. Address terms
Professor

Friend

Scenario

①

②

③

④

Dear

4

5

10

11

6

5

7

4

3/1

4/0

1/1

3/0

0

0

6

3

Professor/Prof.

2/1

2/1

Ms./Mrs.

7/1

7/1

NA

NA

teacher/-sensei

2/1

2/0
25

22

1

1

Hello
Greeting

Address term

Good
morning/evening
Hi

John
None

NA
5

6

Note. ①③=making an appointment, ②④=notification of lateness
As indicated in Table 2, the request forms used in the messages are divided into two
references following Ishihara & Cohen (ibid): requester and recipient of the request.
The latter is further divided into two: (1) requesting the recipient to perform the
action and (2) asking the recipients’ availability for performance. The structures of I
want to and I would like to do not conventionally count as a request form, yet they
appear to be used as a form of implicit request marking, since they are not followed
by any other request forms. The findings will be discussed in the next section.
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Table 2. Request forms
Professor

Requesteroriented

Recipientoriented (1)

Scenario

①

②

③

④

I want to

17

1

10

0

I would like to

13

1

5

0

Can I/May I

3/3

0

0

0

Please

13

2

9

6

I want you to

2

1

14

1

I would like you to

2

0

2

0

0/3

0/1

1/7

0

Do you

0

1

0

0

If you

6

0

7

0

Would you/Could you
Recipientoriented (2)

Friend

4. Discussion
The results show that I want to, I would like to, and please are frequently used in
the request formulations to a professor, and I want to, please, and I want you to in
formulations to a friend as shown in Table 2. In other words, their request was more
requester-oriented than recipient-oriented, making them somewhat more direct.
Their linguistic marking is inconsistent with findings reported in Blum-Kulka,
House, & Kasper (1989). According to their cross-cultural study, indirect request
forms that are recipient-oriented are more favorable when compared to direct and
request-oriented. Such linguistic behavior may be mutually understood as norms
among ELF interlocutors. Given this, participants’ performance in e-mail requests
formulations are divergent from such norms and may not be perceived as polite in
cross-cultural communication.
Consequently, participants appear to lack sociopramgatic aspects (i.e., how to
linguistically perform an e-mail request in various contexts), although they are
aware of differentiating forms in cases where sociopragamtic statuses differ (i.e.,
professor and friend). Participants also demonstrate that they are aware of how to
be polite and careful, by choosing context-appropriate lexical and syntactic items
when formulating a request to a professor. Despite demonstrating such knowledge,
participants could not convey their intended meaning with adequate linguistic and
syntactic items, in light of sociocultural norms. Although they are equipped with the
sociopragmatic notion of politeness, they cannot articulate the appropriate ways to
mitigate the intensity of such requests. Two participants commented that English
does not have polite forms. This suggests that their insufficient knowledge of
pragmalinguistic features of polite email formulations may relate to such false
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perceptions.
5. Conclusion
The results revealed that Japanese college students in this study had little
pragmatic knowledge about how to formulate polite request forms in addition to
conventional plot development of e-mail writing. Their direct and requester-oriented
forms may threaten recipients’ face by intruding their freedom of imposition. Their
insufficient pragmatic knowledge for making appropriate requests is very likely to
put them at a disadvantage in ELF written communication contexts.
Consequently, it is urgent to minimize such a disadvantage by instructing
Japanese ELF users the lexical and syntactic strategies, along with explanations
about the degree of politeness, directness, and formality attached to such forms. As
claimed in Ishihara & Cohen (ibid), there is ‘a gap between what research in
pragmatics has found and how language is generally taught today’ (p. ix).’
Accordingly, pragmatic use of language is not fully realized in Japanese ELT contexts.
Although communication activities have been implemented following the focus-onform approach, pragmatic use of target grammatical items may not be sufficiently
considered. Presumably it is critical to put more emphasis on pragmatics and raise
language practitioners’ notion of sociopragatic (sociocultural) and pragmalinguistic
(linguistic or formal) aspects of language, which are interdependent.
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学校教育における ALT について考える
―ESL 圏出身者が与えるインパクト―
パネリスト：相川真佐夫（京都外国語短期大学）、田嶋美砂子（茨城大学）
長砂 健（京丹後市立島津小学校）、大槻裕代（京都府総合教育センター）
ディスカッサント：藤原康弘（名城大学）
１．日本の ALT 制度と ESL 圏

本シンポジウムの趣旨

1989 年に JET プログラム（Japan Exchange and Teaching Program）が導入され、今
年でちょうど 30 年となる。JET プログラムは外国語指導助手（ALT）のみならず、国際交
流員（CIR）やスポーツ国際交流員（SEA）も含み、2019 年は 57 か国から参加者を迎えて
いる。本学会の大きな関心事とも言えるものは、アジアのいわゆる ESL 圏からの外国語指
導助手（ALT: Assistant Language Teacher）であるが、その一国であるフィリピン共和国
は 2014 年度からの２年間の試行期間を経て、2016 年から JET プログラムの英語圏に正式
に認定されている。一般財団法人自治体国際化協会 (CLAIR)のデータのよると、フィリピ
ン共和国からの ALT は、2016 年には 28 名採用されたものが、2019 年は 52 名の採用とな
り、累計 136 名ということである。民間業者による ALT 派遣もあり、その数を加えると、
小学校での英語教育の導入の波に乗り、増加の一途をたどることが予測される。
JET には、応募の一般要件の中に次のような項目がある。
「指定言語（注 1 参照）につい
て、現代の標準的な発音、リズム、イントネーションを身に付け、正確かつ適切に運用でき
る優れた語学力を有していること。また、論理的に文章を構成する力を備えていること」
（文
中の指定言語とは、英語圏諸国の場合「英語」
）この条件の是非は議論の余地はあるが、学
習指導要領の記述に基づくものと考えられる。英語の国際性と多様性を受容する態度を育
成する目的として ESL 圏からの ALT は有効であると考えられるが、
「教師や保護者からネ
イティブスピーカーではないために ALT として不適切なのではないかという評価」
「フィ
リピン人のアクセントに対する思い込み」なども一方で報告され（杉本・山本, 2019）
、一
定の理解を得られるまでには時間がかかりそうである。
本シンポジウムでは、学校教育における ESL 圏出身の ALT が与えるインパクトを理論
的側面と実践的側面から考える機会としたい。
２．理論的側面から見る日本の英語教育へのインパクト
ESL 圏出身の ALT にまつわる諸問題を議論する際の 1 つの観点として、
「ネイティブ・
スピーカー（NS）
」概念及び「ノン・ネイティブ・スピーカー（NNS）
」概念が挙げられる。
本シンポジウムで筆者が担当するセッションでは、言語教育学の分野で長きにわたり遂行
されてきた「ネイティブネス」に関する研究を概観することにより、ESL 圏出身の ALT が
日本の英語教育に与えるインパクトについて理論的側面から論じることを目的とする。
「ネイティブネス」に関する研究にしばしば共通して見られるのが、NNS 英語教師に焦
点をあて、NNS であるがゆえの強みを主張する姿勢である（e.g., Braine, 2010; Llurda,
2005）
。このような研究は、ESL 圏出身の ALT が日本の教育現場に存在することの利点を
支持するのに、非常に有益であると言える。一方で、近年、そういった研究自体が「NS 対
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NNS」という二項対立を恒常化させてしまっているのではないかという批判が寄せられて
いることも事実である（e.g., Pennycook, 2012）。また、
「NS＝絶対的な権力保持者」とい
う見解に異議が唱えられている現状もある（e.g., Houghton & Rivers, 2013）。
本セッションでは、NNS 英語教師のエンパワメントに貢献する研究に加え、
「ネイティブ
ネス」「NS」「NNS」といった概念を流動的なものとして捉える研究（e.g., Faez, 2011;
Kubota, 2009; Tajima, 2018）も紹介することにより、過度な二項対立や思考の固定化を避
けながら、ESL 圏出身の ALT が日本の英語教育に与えるインパクトについて考察する。
３. 小学校英語教育の現場からの報告
今回報告する京丹後市立島津小学校（京都府）は京都府小学校教育研究会外国語活動、平
成 29・30・31 年度の研究協力校であり、全校生徒 69 名という小規模校である。単元構想、
言語活動、国際交流等を視点に、小学校での外国語活動における児童の様子を、動画等を通
じて実践報告をする。その中で、AET とのティームティーチングを通しての外国語教育に
おける成果についても共有する。
４. 地方行政のポリシーと今後の課題
新学習指導要領の全面実施を迎え、来年 2020 年４月より、小学校の外国語活動が 3、４
年生で始まり、5、6 年生については外国語が教科としての位置づけとなる。小学校の現場
では、担任主導での外国語指導が主として進められるなか、英語指導助手（AET）等とのテ
ィームティーチングや専科教員、教科担任制の導入等にも対応できるよう、京都府教育委員
会においても、研修等含め様々な事業をすすめているところである。
京都府の 206 校の公立小学校のうち、京都府小学校教育研究会外国語活動、平成 29・30・
31 年度の研究協力校である京丹後市立島津小学校での取組を例に、京都府での外国語教育
の実態を紹介しながら、現時点での成果と課題について共有させていただき、参加のみなさ
んからの助言等をいただきたいと考えている。
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