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会場校挨拶：木村茂雄（大阪大学大学院言語文化研究科長） 

 

 

第 32回全国大会 プログラム 

日時： 2013年 6月 22日（土） 10:00 - 18:00 

場所： 大阪大学 豊中キャンパス 

 

プログラム 

               総合司会：仲 潔（岐阜大学） 

10:00－10:10   会場校挨拶：木村茂雄 

（大阪大学大学院言語文化研究科長） 

              会長挨拶：日野信行（大阪大学） 

10:10－11:40   基調講演：「グローバル人材育成

と国際言語としての英語」  (in Japanese) 

本名信行（青山学院大学名誉教授・日本「アジア

英語」学会名誉会長） 

11:40 –12:00   会員総会 

12:00 –13:00   昼食休憩 

13:00 –14:15 研究発表前半                           

前半司会：小田節子（金城学院大学） 

1. The Extremely Short Story Competition

（ESSC）の有効性：中学校・高等学校の生徒の声を

中心に  (in Japanese)  

田嶋美砂子（元 星美学園中学校・高等学校） 

2. “Malaysian literature in English” in a global 

context (in English)  

二村洋輔 (雲雀丘学園中高等学校) 

3. Non-native English Assistant Language 

Teachers and Japanese elementary English 

education: From the viewpoint of English as 

an international language  (in English)          

Simon YU (大阪大学大学院) 

14:15 –14:25   休憩  

14:25 –15:40   研究発表後半               

後半司会：田中富士美（芝浦工業大学） 

4. Native-speaker dependency: The validity of 

student preference (in English) 

Damian. J. RIVERS (大阪大学) 

5. Identification of the lexicon preferred by 

speakers of English as a lingua franca (in 

English) 

Leah GILNER (文京学院大学)  

6. Non-native English teacher & Content-Based 

English Teaching: A case Study of Korean 

cultural heritage class  (in English) 

Seung Jae LEE (Kyung Hee University) 

15:40 –15:50   休憩 

15:50－16:35   特別セッション：Larry E. Smith

（Christopher, Smith & Associates、日本「アジア

英語」学会名誉会員） 

Using English as an international language in 

Hawaii：The case of Global Cultural Exchange 

Program (GCEP)  (in English) 

16:35 –16:45   休憩 
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16:45－18:05  シンポジウム：The future of 

Japanese English for international 

communication (in English)  

司会：日野信行（大阪大学） 

     A roadmap for creation and diffusion of 

Japanese English for international 

communication         日野信行（大阪大学） 

   Describing discourse/pragmatic 

characteristics of “Japanese English” as an 

international language   

藤原康弘（愛知教育大学） 

   The development of Japanese English: 

Norms and functions of an Expanding-Circle 

variety                   池沙弥（近畿大学） 

 

18:05－18:10 閉会の辞： 末延岑生 

（兵庫県立大学名誉教授） 

 

 
会場校挨拶：日野信行（大阪大学大学院教授・日本「アジア英語」学

会会長） 

 

日本「アジア英語」学会第 32回 

全国大会開催校（大会委員長）より 

 
日野信行（大阪大学） 

2013年 6月22日（土）、大阪大学大学院言語文化

研究科（豊中キャンパス）にて、日本「アジア英語」学

会第 32 回全国大会を開催させていただきました。大

阪大学における初めての JAFAE大会を盛会のうちに

終了することができ、会場校・大会委員長・会長とし

て、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

今回の大会では、本学会初代会長（現名誉会長）

でありアジア英語研究の先駆者として著名な本名信

行先生に、基調講演を賜りました。また、 IAWE 

(International Association for World Englishes)

の初代会長をつとめられたEIL論の創始者Larry E. 

Smith 先生が米国から来日くださり、特別セッションと

いう形で御講演をいただくことができました。「国際英

語」研究の世界的権威であられる本名先生と Smith

先生に、同日に御講演をいただけたことは、まさに夢

のようでした。両先生からの御厚誼に心より御礼申し

上げます。 

Smith 先生による特別セッションは、4 月 19 日に急

逝された Yamuna Kachru 先生に捧げられました。

Yamuna Kachru 先生は、Braj B. Kachru 先生、

Smith 先生、本名先生とともに、長年にわたって

World Englishes 研究の中心的存在であり、本学

会の名誉会員でもあられました。Yamuna Kachru

先生の御冥福をお祈り申し上げます。 

 開会にあたっては、大阪大学大学院言語文化研

究科長である木村茂雄先生に、会場校挨拶をお願

いしました。木村先生は、ポストコロニアル英語文学

すなわち Outer Circle の文学研究のパイオニアとし

て知られる方です。 

 今回はまた、韓国から本大会のために来日された

発表者なども含め、いつもにも増して国際性の豊かな

大会となりました。 

 さらに今大会には、四国の大学で学ばれている車

椅子ご利用の大学院生の方が、指導教員の先生と

御一緒に四国から御出席くださいました。バリアフリー

の学会でありたいというのが自分のかねてからの願い
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ですので、本当にうれしく思いました。 

 開会から懇親会まで、実に盛況でした。御講演者・

発表者・参加者の皆様への心からの感謝とともに、

大会を支えてくださった学会事務局・学会理事・大阪

大学関係者各位に深く御礼申し上げます。また、大

阪大学の院生スタッフ 5 名の働きにも、多くの参加者

の方々からおほめの御言葉をいただき、まことに有難

うございました。 

 

 
基調講演：本名信行（青山学院大学名誉教授・日本「アジア英語」学

会名誉会長） 

 

 

基調講演概要 

基調講演：「グローバル人材育成と国際言語として

の英語」   

仲 潔（岐阜大学） 

 

第 32回全国大会は、大阪大学において、6月 22日

に開催された。大阪大学は私の母校である。開催日

は誕生日であった。そして、大会当日の役目は総合

司会。非常に特別な１日であった。 

 基調講演は、本学会名誉会長である本名信行先

生であった。その題目は、「グローバル人材育成と国

際言語としての英語：ICMP の観点から」というもので

あった。昨今の言語（教育）政策の概要、企業内に

おけるグローバル人材育成と英語への対応の現状、

及びそれらが内包する問題点がまず指摘された。さら

に、指摘された問題の解決策として国際コミュニケー

ションマネジメントプロフェッショナル（ICMP）が提案さ

れた。明快な論理の流れと、豊富な事例紹介、そし

て具体的提言へと続く講演は、力強く聴衆を説得して

いった。 

 細部について言及しておこう。氏によれば、国家、い

や経済界主導の「グローバル人材の育成」に関する

政策を批判的に検討し続けるべきであるという。企業

レベルでの「グローバル人材開発」においては、英語

の社会公用語化からバイリンガル化への切り替えが

生じていることが指摘された。また、「ニホン英語は崩

れた、間違い英語」であるとする企業の「ホンネ」が紹

介され、「英語力を高めるから、英語観を高めるへ」と

いう方向性が示された。私のように批判的に英語教

育政策を検討してきた立場からすれば、非常に勇気

づけられる言葉であった。 

 他方で、「ニホン英語」の質の向上も重要であること

が指摘された。英語の多様性への気づきの喚起はも

ちろん、ネイティブ志向の是正を主張する一方で、「ニ

ホン英語」のブラッシュアップも必要である、とのことで

ある。コミュニケーションにおいて、相互理解が成立し

ないのであれば、その責任は一方にあるのではなく、

双方にある。その意味で、これらの指摘は互いに矛盾

するものではなく、補完しあう性質と考えられる。こうした

議論に先立ち、英語一辺倒への懸念や、また、継

続する議論では英語以外の諸言語（とりわけ「現地

語」）の重要性にも目配りされていた。氏の卓越した言

語観が導く一つの論理的帰結が、体系的に聴衆に

提示されたように思う。 

 以上の議論を踏まえ、ICMP の育成の意義が説か

れた。この ICMP については、「国際言語環境の認

識と対応」「異文化間コミュニケーションと多様性の
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マネジメント」「グローバル人材育成」という 3つの円か

らなるベン図で図示され、初めてこの用語を知った聴

衆でも容易に理解し、強い関心を抱いたに違いな

い。 

 以上、氏の講演内容を筆者なりに言及してきた。氏

の議論の幅の広さと深さ、何より私の文才の無さ故に、

この基調講演から得られた充実感を会員諸氏にうまく

伝えられるのか不安である。そうであれば謝罪するほ

かないのだが、私個人としては、数えきれない程のイン

スピレーションを得ることができ、最高の誕生日プレゼ

ントとなった。 

 

 
Larry E. Smith （Christopher, Smith & Associates、日本「アジア英語」

学会名誉会員） 
 
 
 

特別セッション概要 

Special Session Review: Larry E. Smith 

Using English as an International Language in 

Hawaii 

James D’Angelo, Chukyo University 

 

On this occasion of the 32 nd Conference of 

JAFAE, hosted for the first time at Osaka University 

by JAFAE President Nobuyuki Hino, it was very 

appropriate to have Mr. Larry Smith give a special 

session. As Professor Hino mentioned in his 

introduction, there is really “too much to say” when 

it comes to the contributions of Smith to our field. 

According to Hino, “Professor Smith’s paper changed 

my life in the ELEC Library in 1980, when I read 

Smith and Rafiqzad 1979, as well as Smith ’76 in the 

RELC Journal, on English as an International 

Auxiliary Language (EIAL)” – for Hino is, even more 

than a WEs scholar, a scholar of EIL. 

     Smith dedicated his talk to Yamuna Kachru, 

who passed away unexpectedly on April 19 th 2013, a 

great loss to us all. His talk this day focused on a 

rather new program of his, the Global Cultural 

Exchange Program (GCEP), which takes place in 

Honolulu, where he is based. The program involves 

Japanese university students’ hands-on use of EIL. To 

start, Smith reminded the audience of the core 

principles of EIL: 1. English belongs to those who use 

it. 2. EIL is a function not a form of language. 3. EIL is 

not a variety of English. There is no International 

English per say. (Smith joked that a new student at the 

East/West Center once eagerly said to him, “I want to 

study International English with you!” to which he 

replied, “You’ll have to go someplace else.”) 4. 

Mother-tongue English users need as much training 

in using EIL as non-mother –tongue users. 5. 

Language and culture are inextricably tied together, 

but English is not inextricable tied to any one culture.  

In fact, conventions of communication are very 

culture-bound. It is important to use appropriate 

forms of address for each culture. Thais are 

comfortable using given names as in the West, in 

contrast to many Asian nations where the surname is 

more appropriate. Australian colleagues call Smith 

“Larr” or “Smitty,” so he has adjusted to their level of 
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informality. He also mentioned the importance of 

speech acts, including silence, which varies 

considerably from culture to culture. While grammar, 

lexis and phonology can be taught in the formal 

classroom, it is less easy to teach politeness, how to 

agree or disagree, how to be aggressive or not, in the 

classroom. Some of this can be done with role play or 

drama, but ‘real life’ situations are hard to script.  

     This leads us to the GCEP. Smith has been 

working for some years to think of ways to help 

students interact in the real world, and GCEP is the 

result. The program “works with global problems 

being addressed locally”. In Hawaii, one has to react 

to a wide variety of Englishes daily. Smith gives the 

example of his Hawaiian-born, PhD-holding wife. 

She speaks to him in educated Hawaiian English, but 

then speaks to her sister in Hawaiian creole, which he 

cannot follow. In the GCEP program called Living 

World Englishes, which is primarily field work, the 

Japanese college students (in pairs) develop 

intercultural skills via 50 required interviews with 

visitors to Hawaii, asking largely about their 

knowledge of Hawaii. Students gather signatures and 

take a photo with the interviewee. 

     Students also conduct 12 cultural observations 

of Iolani Palace, Bishop Museum, Ala Moana Center, 

Diamond Head, the Arizona Memorial, The State 

Capitol, Honolulu Art Museum, Hanauma Bay, the 

Chinatown District, Queen Emma’s Summer Palace, 

and the Statue of King Kamehameha the Great. They 

compare prices of Aloha shirts in upscale Neiman 

Marcus vs. Walmart, look at cultural biases in the 

Statue of Kamehameha, and compare church services 

of different denominations: the Central Union church 

is quite restrained in comparison to the evangelical 

church, which is almost circus-like. Religion is 

becoming a more common topic in the world, and 

according to Smith, Japanese students are poorly 

prepared for this.  

     The program also includes a research project 

conducted in teams with topics such as Ancient 

Kahiko warrior Hula (no grass skirts!), Traditional 

and Modern Popular Hawaiian Music, The Lei 

Making Industry, and The Japanese in Hawaii. These 

final presentations are done in a beautiful conference 

room within the East-West Center, which raises the 

students’ professional demeanor. Finally, each 

student reads a different book by an Asian writer 

written in English, and submits a book report based 

on 100 pages of that book. Authors include Narayan, 

King Rama I, F. Sionil Jose, and Meera Uberoi. In 

addition, the GCEP offers a ‘job shadowing’ program 

for 3 or 6 weeks, in which students engage in a 

variety of actual work locations in Hawaii, while 

living in a homestay. 

     Indeed, as Professor Hino noted, Larry Smith 

continues to be a “pioneer”. Through this exciting 

new program, students interact with everyone from 

local bus drivers to various residents and visitors to 

the island, all from very diverse backgrounds. 

Through spoken and written language, students truly 

do go beyond the classroom, and experience the 

kaleidoscope of Living World Englishes and the 

sociolinguistic and socio-cultural reality of English 

today.  

 

 

シンポジウム 

The Future of Japanese English for 

International Communication 
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司会：日野信行（大阪大学） 

 

     A roadmap for creation and diffusion of 

Japanese English for international communication       

日野信行（大阪大学） 

   Describing discourse/pragmatic characteristics 

of “Japanese English” as an international language  

藤原康弘（愛知教育大学） 

   The development of Japanese English: Norms 

and functions of an Expanding-Circle variety      

池沙弥（近畿大学） 

 

 

 

 

大会を振り返って 

 

中川洋子（埼玉県立大学） 

 

 緑に囲まれた大阪大学の広大なキャンパスにて、

第 32回全国大会が開催された。今回の大会は、本

名信行氏の基調講演、Larry E. Smith氏の特別セ

ッションという豪華な講演に、6件の研究発表、シンポ

ジウムで締めくくられた。まさに日野信行氏が会長挨

拶で述べられた「人生で一番楽しみにしていた」学会

という言葉にふさわしい活気のあふれた、と同時に日

本と英語の未来への重要な課題を再認識させられ

た一日であった。 

 さて、基調講演は、英語教育界だけでなくビジネス

界の現状についても精通しておられる本名信行氏が

「グローバル人材育成と国際言語としての英語」とい

うテーマで、産学官の視点からその現状と課題につ

いて発表された。企業のグローバル人材開発と英語

対応の課題として、「国際言語としての英語（EIL）」、

「世界諸英語（World Englishes）」への理解が不

十分であること、「ネイティブスピーカー主義を乗り越

え」、「ニホン英語の質を高めること」などが指摘された。

氏は、企業による多様な英語への関心の高まりを背

景に、企業は「国際コミュニケーションマネジメント

（ICM）」に力を入れ、その専門家である「ICMプロフ
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ェッショナル（ICMP）」を大学や企業で養成することを

提案された。グローバル人材育成、国際コミュニケー

ションのための「国際言語としての英語」だけでなく、自

ら評価能力を持ち、他者から理解される「ニホン英語」

を誘導していくといった企業と英語教育の重要な方向

性が示された。 

 研究発表は、田嶋美砂子氏による「The 

Extremely Short Story Competition (ESSC) の

有効性：中学校・高等学校の生徒の声を中心に」で、

氏の現場での取り組み、生徒のインタビューから、生

徒の「取り組みやすさ」、「自律の促進」、「新たなアイ

デンティティの遂行」、「喜び・達成感」という ESSC の

有効性が明らかにされた。次に、二村洋輔氏による

“‘Malaysian Literature in English’ in a Global 

Context”では、マレーシア人がマレーシアの生活や

文化を英語で描くマレーシア文学という領域について

示された。Simon Yu氏は“Non-native English 

Assistant Language Teachers and Japanese 

Elementary English Education: From the 

Viewpoint of English as an International 

Language”で、小学校の学級担任とノンネイティブの

ALTへのインタビューから、英語は英語母語話者の

ものであるという先入観や、多様な英語との接触、担

任の言語意識等に関わる課題を浮き彫りにした。

Damian J. Rivers氏による“Native-Speaker 

Dependency: The Validity of Student 

Preference”では、学生によるネイティブ教師依存の

問題と教師の責任が指摘された。続いて Leah 

Gilner 氏による“Identification of the Lexicon 

Preferred by Speakers of English as a Lingua 

Franca”では、ICE [the International Corpus of 

English]-CORE 単語リストから抽出された約 1200

語が 26 の英語変種でも使用されており、英語学習

者にとって国際コミュニケーションに役立つ語であるこ

とが示された。最後の研究発表である Seung Jae 

Lee 氏の“Non-Native English Teacher & 

Content-Based English Teaching: A Case Study 

of [Korean Cultural Heritage] Class”では、英語

で行われている韓国の文化遺産の授業のケーススタ

ディから、英語母語話者よりも、学生と同じ背景知識

を共有する韓国人教師の方が韓国人学生から好ま

れているという新たな知見が報告された。 

 特別セッションでは Larry E. Smith 氏から“Using 

English as an International Language in 

Hawaii: The Case of the Global Cultural 

Exchange Program (GCEP)”というテーマで、氏の

提唱された EIL の基本原則と、GCEPの取り組みに

ついてご講演をいただいた。中でも“English belongs 

to its users, not only to its mother-tongue 

speakers”という原則は、基調講演で本名氏が述べ

られた「ニホン英語」にも関わっている。英語を EILとし

てどのように教えていけばよいか、という課題を念頭に、

学生が世界の様々な英語変種に慣れ親しみ、EIL

の修得を目的としたGCEPの取り組みは大変興味深

いものであった。母国語の視点や発想で英語を積極

的に使用できるような英語観の必要性を強く感じた。 

 シンポジウム“The Future of Japanese English 

for International Communication”では、３人の

パネリスト日野信行氏、藤原康弘氏、池沙弥氏によ

り、国際コミュニケーションのための Japanese 

English の方向性について、重要な提言がなされた。

日野氏は“A Roadmap for Creation and 

Diffusion of Japanese English for International 

Communication”で、Japanese English が旧宗主

国と旧植民地との関わりの中で発展していった英語と

は異なり、教育によって創られ、普及していく可能性が

あることを指摘された。続く藤原氏の“Describing 

Discourse/Pragmatic Characteristics of 

‘Japanese English’ as an International 

Language”では、EFL、EIL のそれぞれの観点に基

づく Japanese Englishの言説が紹介され、今後の

Japanese English のあり方についての課題が提示さ
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れた。池氏からは“The Development of Japanese 

English: Norms and Functions of an 

Expanding-Circle Variety”で、Japanese English

のモデルや、積極的に Japanese English を使用す

ることへの提言がなされた。Japanese English を教

育の現場でどのように方向付けていくのか、という重

要な課題を再認識するとともに、英語教員が担う役

割を改めて考えさせられたシンポジウムであった。 

 最後に、素晴らしい環境と多くのサポートを提供して

くださった大学関係者、学生スタッフの方々に心より

御礼を申し上げたい。 

 

 

 

 

 

 

国際言語としての英語―文化を越えた伝え合い 

本名信行著 冨山房インターナショナル 

2013 年 5月 18日発行 

ISBN-9784905194569 

本名先生の最新著作の本書は、１章 英語の国際

化と多様化、２章 英語の多様性にどう対処するか、

３章 異文化間リテラシー、４章 メタファーに興味を

もとう、５章 ことばは社会と文化を写す、６章「察し」の

文化を越えて、７章 日本企業と国際言語としての英

語、８章 いろいろな英語と文化を越えた伝え合い、

９章 中国の英語事情、そして１０章 日本社会と英

語、の順に先生の長年の研究を集約した内容がわ

かりやすくまとめられている。国際化した英語の多文

化化、再文化化によって発展した多様性を尊重し、

差異とうまくつきあっていくことが肝要であるが、違いの

おもしろさを楽しむこと、発音、語彙、文法そしてプラグ

マティクスの違いを知り（３章）その対処能力、異文化

間リテラシーが必要を養うことが重要である。ことばは

社会の組織とともにその文化も反映する（５章）ことば

がもつ社会性、文化性を意識しながら、日本人の察

しの文化を越えて（６章）合理的、明示的に説明する

コミュニケーションのあり方に留意することも国際コミュ

ニケーションには求められている。先生が冒頭にこの

書を「英語の多様性を多文化共生社会の相似として

描くことを目標」とされたとされているが、国際言語とし

ての英語使用者として、教育者として、どのような英語

観と社会観をもつことが重要か、本書はその理解を広

く促し、実践に導いてくれるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

竹下裕子（JAFAE 15周年記念事業担当理事）編 

2013 年 6月 10日発行 

ISBN-9781489571359 

Look! We Have Come Through! 

JAFAE 創立 15 周年記念誌刊行 

書籍紹介 
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第 31回全国大会のお知らせ 

第 33 回全国大会のお知らせ 

 

日 程：2013年 12月 7日（土） 

場 所：中京大学（八事キャンパス） 

大会につきましては JAFAE ウェブサイトをご覧下さい 

http://www.jafae.org/meeting.html 

 

ESSC につきましてーご挨拶と御礼 

 

JAFAE 10周年記念事業といたしまして2006年度よ

り 2012 年度まで 7 年間にわたり JAFAE ホームペー

ジ上において開催してまいりました ESSC Extremely 

Short Story Competition は第 7 回をもちまして、

JAFAE 主催による大会を終了いたしました。2013 年

度よりジャパンタイムス社ウェブサイト上において、形も

新たに、月ごとテーマをきめた ESSC、年末の規模の

大きな ESSC が開催されております。 

http://st.japantimes.co.jp/essc-50-words-writi

ng.htm 

数多くの素晴らしい作品を JAFAE ESSC より発信す

ることができましたことは、これまでにご応募いただいた

6000 作品以上の投稿を生み出してくださった方々、

教育現場で ESSCの意義を見出し、とりいれてくださっ

た中、高、大学の先生方、ESSC を応援くださった教

育出版を中心とした企業・団体の皆様、本学会の先

生方、そして ESSC 運営に関わられた先生方皆様の

多大なご協力の賜物でございます。厚く御礼を申し上

げますとともに、今後とも ESSC の発展と英語教育へ

の貢献を見守りくださいますようお願い申し上げます。

JAFAE ESSC のウェブサイトにはこれまでの全大会

の受賞作品が掲載されております。 

 

ヨコハマ大学まつり(2013年 9 月 28日) 

竹下裕子、東洋英和女学院大学教授による ESSC

－50 語で英作文を書く、教室が一般市民向けに開

かれました。 

 

 

 

 

 

 

事務局より 
 

会計報告 
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ニューズレターは会員の大切なコミュニケーションの場

ですので、会員の皆様からのご投稿を歓迎しておりま

す。国内外の紀行文、書籍紹介、海外情報など、

「アジア」「英語」「言語」周辺をキーワードに、日本語

800～1,200字程度、あるいは英語ではA4用紙 2/3

～1 ページ程度の分量でおまとめいただければ幸い

です。編集の都合上、投稿を希望される方はあらかじ

め、編集担当の田中（fujimitanaka@aol.jp）までご

連絡下さるようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年 10月 20日発行 

編集・発行 日本「アジア英語」学会 

代 表 者 日野信行 

編 集 長 田中富士美 

事 務 局  〒466-0825  

名古屋市昭和区八事本町 101-2  

中京大学国際英語学部 榎木薗鉄也研究室内 

E-mail: jafae@live.jp 

学会ホームページ：http://www.jafae.org/ 

年会費振込先：郵便振替 00280-8-3239 

<< JAFAE Secretariat >> 

Professor Tetsuya Enokizono 

Department of World Englishes, Chukyo 

University 

101-2 Yagoto Honmachi, Showa-ku, 

Nagoya, 466-0825  JAPAN 

E-mail: jafae@live.jp 

JAFAE's homepage 

http://www.jafae.org/ 

JAFAE’s postal transfer account number 

00280-8-3239 ニューズレター編集担当より 

 


