JAFAE Newsletter

No.48 (October 2018)

第 42 回全国大会 中京大学にて開催
第 42 回全国大会プログラム
日 時： 2018 年 6 月 30 日（土）10:00～17:30
場 所： 中京大学 名古屋キャンパス
センタービル 0 号館７階 0704 教室
総合司会：渡辺宥泰（法政大学）
10:00－10:10
会場校挨拶：安村仁志（中京大学学長）
会長挨拶：竹下裕子（東洋英和女学院大学）
10:10－11:40 基調講演
“Transnationalizing Local and Global Culture
in the English Language Classroom”
Eka Marhaenny DUKUT
(Soegijapranata Catholic University, Indonesia)

14:45－15:10
4. Learners’ Beliefs and Learning Strategies for
Second and Foreign Languages at Shanghai
Japanese High School
関谷弘毅（広島女学院大学）
15:15－15:40
5. The Essential Quality of English in Malaysia:
An Analysis of Lee Kok Liang’s “The Mutes in
the Sun”
二村洋輔(Universiti Sains Malaysia)
15:50－17:20 シンポジウム
“Contrasting Views of Language Proficiency:
Common Measures and Relevance to ELF/EIL”
司会：相川真佐夫（京都外国語大学）

11:40－12:00 会員総会
12:00－13:15 昼食休憩
13:15－15:40 研究発表
司会：Leah GILNER（愛知大学）
13:15－13:40
1. 企業における社内英語公用語政策および英語使
用の現状とその影響
氏家佐江子（国士舘大学）
13:45－14:10
2. What We Call Each Other? With san, without
san, or nickname?
濱田陽、豊島菜々子、佐藤彩佳（秋田大学）
14:15－14:40
3. “There Are a Lot of Cute Girls”: Gendered
Constructions of Filipina Tutors in Japan's
Skype Eikaiwa

“Exploring an ELF-informed CEFR for 4th Year
Writing”
James D’ANGELO（中京大学）
“CEFR for ELF Values in Japan? Reception in
Japan and Changes in the CEFR 2018
Companion Volume”
Alexander IMIG（中京大学）
Discussant:
Eka Marhaenny DUKUT
(Soegijapranata Catholic University, Indonesia)
17:20－17:30
閉会の辞：榎木薗鉄也（中京大学）

田嶋美砂子（茨城大学）
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きいと考えます。昨今日本で流行りのフィリピン英語留
学も、2001 年の本学会のフィリピン研修旅行で、韓
国や台湾によって先鞭をつけられているのを目の当た
りにしました。今後も本学会でアジア英語の進んだ研
究や実践が行われることを願っております。

Keynote Review
日本「アジア英語」学会会長: 竹下裕子、東洋英和女学院大学教授
と吉川寛前会長

第 42 回全国大会を振り返って

“Transnationalizing Local and Global Culture
in the English Language Classroom”
Eka Marhaenny DUKUT
(Soegijapranata Catholic University, Indonesia)

榎木薗鉄也（中京大学）
第 42 回全国大会実行委員長
JAFAE の全国大会を 6 月に勤務校で開催するの
が私のここ数年のルーティーンとなり、今年も 6 月 30
日に 42 回全国大会を学会事務局の方々と竹下会
長のご支援で準備を進め、中京大学の同僚のダンジ
ェロ(D’ANGELO)先生と吉川先生と無事に開催で
きました。
大会プログラムは、インドネシアの DUKUT 先生に
よる基調講演、発表常連会員と新しい会員による 5
件の研究発表、同僚のダンジェロ先生とイミッグ
(IMIG)先生に DUKUT 先生が討論者として加わっ
たシンポジウム、賑やかでちょっと混沌とした懇親会と、
いつもと同じ JAFAE でした。長年の習慣で大会受付
の椅子を温めておりましたので、講演や研究発表をあ
まり聞くことができませんでしたが、受付や会場で参加
者の方々の真剣で満足した表情を拝見して、今回も
いつもと同じ良い大会だったと感じております。
国際英語やアジア英語という概念はこの 20 年
30 年で英語の専門家だけではなく一般にもかなり浸
透してまいりましたが、本学会の果たしてきた役割も大
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 48 号

Dr. Eka Marhaenny DUKUT

James D’ANGELO (Chukyo University)
The keynote address for the 42nd National
JAFAE Conference was delivered by Dr. Eka
DUKUT of Soegijapranata Catholic University
in Semarang, Indonesia. It is noteworthy that
while Indonesia is over 90% Muslim, several
elite universities there were founded by
Catholic orders.
Dr. Dukut opened by providing some
background on English education in Indonesia.
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Indonesia has a rather complex colonial history,
with the country being under Dutch influence
for most of the 19th and part of the twentieth
century, and hence English came rather late to
the country. Dr. Dukut characterized the
country as being firmly planted in the
traditional “EFL” camp. As such, it is also a
context where native speaker teachers are given

collaborated with colleagues from the
Information Technology Department, to
develop integrated downloadable software for
middle-school students. She and members of
her team were in Nagoya to test the software
with Japanese students, which provided an
opportunity to compare English education in
the two Asian countries.

special treatment, typically earning four times
that of their (usually more qualified)
Indonesian counterparts. Thanks in part to
this nativist orientation Dr. Dukut herself is
privileged within her university: having spent
grades 3 through 5 of primary school in the U.S.,
attending high school in Australia, and finally
university in the U.S. Her prestige American
accent is (unfortunately?) highly valued within
the Indonesian context.
In spite of various native-speakerist

The game-like software is entitled “Tommy
and Pokina”. The very cutely drawn main
characters are vegetables: Tommy is a tomato,
and Pokina is a bak choy Chinese cabbage. Due
to Indonesian children’s tendency to like KFC
and other fast foods, the software endeavors to
get students to eat more healthily, while
studying English. The software has listening,
grammar, vocabulary, reading, and writing
sections, so truly develops multiple skills. The
software is informed by WE and EIL in the

influences, Dr. Dukut became interested in
world Englishes, EIL and ELF as a result of
attending international conferences such as the
ESEA (English in Southeast Asia). As a result of
this raised awareness of the global reality, she
began to research ways to include pluricentric
views of English in her work. She won several
national grants over the past decade, and has
used the funds to develop integrated
educational materials that create a balance

sense that it promotes an educated variety of
Indonesian English with quite sophisticated
vocabulary, while at the same time, teaching
students how to explain about their own culture
to others, in English. As Dr. Dukut concluded,
“The local culture becomes global, and the
global culture gets localized.”
Dr. Dukut was warmly received by the
JAFAE attendees, and it was fortunate for us to
have an Indonesian keynoter for the first time

between native and non-native uses of English.
By teaming up with colleagues in the Food
Technology Department at her university, Dr.
Dukut and her team developed an English
textbook for K-2 level students in Indonesia.
Thanks to a subsequent grant, she also

in many years. For those interested in testing
out the software, one needs to download a
program for android phones (it is not yet
available for the i-phone) called “Blue Stacks”,
and then search for “Tommy and Pokina” in
Google. Good luck and bon appétit!

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 48 号
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lot of cute girls”: Gendered constructions of

午後の研究発表は Leah GILNER 氏の司会で、
5 件の有意義な研究発表が行われた。以下に各発
表についてまとめる。
まず「企業における社内英語公用語政策および英

Filipina tutors in Japan’s Skype eikaiwa”と題した
発表を行った。本研究では近年、流行しているフィリピ
ンのスカイプ英会話に焦点を当て、日本の男性学習
者とフィリピンの女性英会話講師にインタビュー調査を
行い、いかにジェンダー、セクシュアリティが英会話産
業に利用され、消費されるかを示した。日本の男性学
習者のコメントは、英会話講師の教授能力ではなく、

語使用の現状とその影響」と題して、氏家佐江子氏
（国士舘大学）は、日本国内の英語公用語化を導
入した日本企業でのフィールドワークや企業内の従

外見（例：可愛い、スタイルが良い）や性格（例：明る
い、元気、優しい）の言及が多く、その職能以外の外
見等を重視する傾向はフィリピンの女性英会話講師

業員や日英バイリンガルのインタビュー結果を報告した。
本ケース・スタディによれば、英語の社内公用語・共
通語化を導入することで、企業は国際的なイメージを
向上させると同時に、海外からの優秀な人材を獲得
し易くなった一方で、非英語ネイティブ・スピーカーの
一部は社内の立場が弱くなったと感じたり、本方針に
反発し退社したりすることもあるなど、さまざまな正負の

のインタビューによっても裏付けられた。
“Learners’ beliefs and learning strategies for
second and foreign languages at Shanghai

影響があることが報告された。
次 に “What we call each other? With san,
without san, or nickname?”と題する発表で、秋田
大学の濱田陽氏、豊島菜々子氏、佐藤彩佳氏は、
日本の大学内での国際英語としての L2 英語使用に
おける呼称 “-san”（＝さん）、またはニックネームの
使用の適切性についてのインタビュー調査を報告した。
本調査の主たる結果は次の 2 つである。1）外国人留
学生（イスラエル、マレーシア、フィリピン、中国）の多く
は、“san”を付加する必要はないと考える一方、マレ
ーシア出身の学生は、多くの日本人の学生と同様、

較の結果、当該学習者群は日常的に中国語を使用
する環境にあるにも関わらず、中国語よりも英語にお
いて、学習ビリーフが強く、かつさまざまな学習方略を
頻繁に利用していること、言語観としては比較的コミュ
ニケーション重視な傾向が判明した。この結果より高
校生群においては、中国語の第二言語環境よりも英
語の教室環境の方がより強く影響すること、また中国
語の第二言語環境の影響からかコミュニケーション
重視な外国語観を有す可能性が示唆された。
最後に “The essential quality of English in
Malaysia: An analysis of Lee Kok Liang’s “The

名前に”san”や”senpai”を付加することに肯定的で
あった。2）日本人学生達に年齢に関係なくニックネー
ムを使用することを推奨したところ、“san”の使用に慣
れていた上級生は戸惑いを示した者もいた一方、新
入生はニックネーム使用に適応したようであった。
続いて田嶋美砂子氏（茨城大学）は“There are a

Mutes in the Sun”と題し、二村洋輔氏(Universiti
Sains Malaysia)、文学研究の視点からマレーシア
の英語の特質についての研究発表を行った。発表で
は、Lee Kok Liang の中編小説、“The Mutes in
the Sun”において、英語が如何に表象されているか
を手がかりに、「マレーシアにおける英語を『マレーシア

藤原康弘（名城大学）

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 48 号

Japanese high school”にて、関谷弘毅氏（広島女
学院大学）は中国、上海の日本人学校の高校生の、
第二言語としての中国語(CSL)外国語としての英語
(EFL)関する学習ビリーフと学習方略を比較した。比
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における英語』たらしめるものは何か」が追究された。
分析の結果、マレーシアにおける英語の特質はその
「異質性 foreignness」という可能性が提示された。
異質性といえども、それは否定的なものではなく、むし
ろマレーシアにおける英語の特異性を担保する肯定
的なものであることが結論にて強調された。

シンポジウム概要
渡辺宥泰 （法政大学）
ELF (English as a Lingua Franca) の概念は、日
本 の 英 語 教 育 界 に お い て 今 や WE (World
Englishes) を凌ぐほどの影響力を持つに至っている。
一方、CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages) は、信頼度の高い英語
力指標として、文部科学省の文書は勿論、巷の英
語産業の広告でも頻繁に目にするようになった。今回
のシンポジウム
では、両概念の
融合の可能性
に焦点が当てら
れた。
ま ず James
D’ANGELO
氏から、ELFの実践例として中京大学国際英語学
科のライティングのカリキュラムが紹介された。授業を
特 徴 付 け て い る の は 、 CEFR に よ る 能 力
ディスクリプター (can-do descriptors) の活用であ
る。氏は、CEFRには日本の事情にそぐわない点があ
ることを指摘しつつ、「日本版CEFR」(CEFR-J) にも
慎重な見方を示した。これに対して、CEFRを補完す
る MAGICC プ ロ ジ ェ ク ト
(Modularising
Multilingual and Multicultural Academic
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 48 号
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Communication Competence for BA and MA
Level) は、例えばライティングの場合、文法の正確さ
(accuracy) や理路整然性 (coherence) など、
到達目標を項目別に詳述している点で優れるとした。
ELFを基盤とする英語教育には、CEFR導入が有用
であるとの結論を十二分に例証する発表であった。
2人目のパネリストであるAlexander IMIG氏は、
CEFR誕生の背景と日本における受容の歴史から論
を進めた。CEFRがヨーロッパの多言語政策の産物
であったこと、日本はヨーロッパ域外でCEFRを自国
語に翻訳した最初の国であったことは、筆者にとっても
新たな知見であった。氏によれば、大学入試が英語
教育改革の障壁であった日本においても、今後は
CEFRが外国語学習の新基準になり得るという。ただ
し、A1未満のレベルを策定するなど、レベル区分や
ディスクリプターを
日本向けに調整
する課題が残さ
れている。また、
CEFR の 2018 年
版に 「媒介」
(mediation) が
4番目の能力として加えられたことは、CEFRとELFの
接近の証であるとの見方にも興味をそそられた。
残念なことに、事前プログラムで予定されていた3人
目のパネリストは、直前の事情でキャンセルとなった。
しかし、基調講演者のEka DUKUT氏が討論に加わ
ったことも手伝い、フロアからは質問・意見が続いた。
ELFとCEFRの交点は、今大会の最後を飾るにふさ
わしいテーマであったと言えよう。
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2018 年度より会長として学会運営に携わることにな
りました。会員各位のより有意義な学会活動のお手

費目「積立金など」として 1,374,754 円が報告されて
います。これは、2017 年度決算報告書を作成する
過程で発見された金額、つまりこれまで決算書の収
入欄に記載されてこなかった、出処が明らかではない
収入です。このような大金の所在に気がついた時点
で、速やかに税理士に相談し、アドバイスをいただきま
した。大口の寄付金があったという事実はないため、
恐らく会費収入であると考えられますが、総会までに

伝いをさせていただきたく、また本学会のさらなる発展
をめざすことができるよう、努力させていただくつもりでお
ります。本来ならば、新会長としての抱負を述べるべき

どなたからいつお預かりした会費であるか、明らかに
することができなかったため、「積立金など」という費目
を新しく設けてご報告した次第です。

ところ、それよりも先にするべきことがあると考え、ニュー
ズレターの一部をお借りいたします。
過日の第 42 回全国大会の会員総会におきまして、
理事会は 2017 年度の決算報告を行ない、2018 年
度の予算案を提示いたしました。その際、決算書の一
部についてご説明をし、理事会を代表して謝罪させて
いただきました。総会にご欠席だった会員も少なくない

本学会がこのような「出処不明金」を蓄積してきたこ
とに対して、過去から現在の理事会を代表し、会員
各位にお詫びいたしました。そして、この状況をできるだ
け速やかに解消する努力をし、また今後このような事
態が起こらないように鋭意努力することを、現理事会
を代表してお約束した次第です。
第 42 回全国大会終了後、欠席した会員に対して、

ため、総会で私がいたしましたご説明と謝罪の内容を
文書にまとめさせていただきます。
まず、総会に提示された決算報告書（収入の部）を
あらためてご提示いたします。2018 年度会計担当理
事が決算報告書案を作成し、会長と事務局が点検
し、監査を受け、総会前の理事会で承認した上で会
員総会に提示した内容です。

紀要と年会費納入のお願い、過去の会費の納入状
況などの情報を郵送させていただきました。特に 2017
年度、会費納入済みであるにもかかわらず、未納と
記録されていた多くの会員からご連絡をいただいてお
ります。この情報を基に、2017 年度以前の会計関連
の記録と照らし合わせ、2017 年度の会費納入額の
修正を会計担当理事が進めています。
この作業にはもうしばらくの時間を要しますが、一段
落したところで、あらためて 2017 年度の決算内容を修
正 し て ご 提 示 す る つ も り で お り ま す 。 2017 年 度 、
306,000 円（正会員 60 口、学生会員 2 口）と報告さ

学会の会計について
日本「アジア英語」学会会長
竹下裕子

れた年会費収入は間違いなく上方修正され、その分、
「積立金など」の金額が下方修正されます。
この修正作業を会員総会に間に合わせることがで
きなかったことも合わせてお詫びいたします。2017 年
度末の理事選挙を経て 2018 年度 4 月に新理事会
が発足し、2017 年度の決算書を作成する過程で
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 48 号
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「出処不明金」が見つかり、そして 6 月の総会を迎える
までに十分な時間がなかったというのがその理由です。
けれども、先にも述べたとおり、このような状況に至る
前に何らかの手段を講じることができなかったこと自体
が、学会運営陣の大きな過失であったことを認識して
おります。会長、事務局、そしてすべての理事が力を
合わせ、この事態の収拾に努めますので、どうか、もう
しばらくの猶予をいただけますよう、会員各位にお願い
申し上げます。

書籍紹介
本学会会員および名誉会員が関係する出版書籍

新アジア英語辞典
編著者：本名信行、竹下裕子
著者：シャルマ・アナミカ、田嶋ティナ宏子、小張順弘
ISBN: 9784384058970
発行年月：2018 年 8 月
出版社: 三修社
定価：1,900 円（税別）

事務局だより
世界の英語・私の英語
多文化共生社会を目指して
編著者：本名信行、竹下裕子
ISBN: 978434200171¥41
発行年月：2018 年 8 月
出版社: 桐原書店
定価：2,000 円（税別）

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 48 号

今年度より竹下裕子会長の下、新体制（事務局
長：齋藤智恵理事〈帝京大学〉、事務局員：相川真
佐夫理事〈京都外国語大学〉、三宅ひろ子理事〈昭
和女子大学〉）で事務局を運営しております。どうぞよ
ろしくお願いいたします。JAFAE の活動につきましては、
ウェブページ、またはメールにて会員の皆様に情報を
発信してまいります。つきましては、ご所属や連絡先な
どの変更がございましたら速やかにご連絡ください。
6 月 30 日に開かれた会員総会では以下の４点が
報告されました。
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【 2017 年 度 決 算 】 決 算 報 告 と 同 時 に 、
1,374,754 円（費目積立金、詳細不明）に関す
る説明と謝罪が行なわれました。詳しくは会長の
記事をお読みください。
【第 43 回全国大会】12 月 1 日に法政大学市
谷キャンパスに於いて開催されます。プログラム、
詳細につきましてはウェブページをご参照ください。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

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、本学会会員出版の書籍紹
介（本学会の主旨に関連するもの）、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

【大会関連のスケジュール変更】第 43 回全国大
会より、研究発表の応募からプログラム公開まで
の一連のプロセスがすべて 1 カ月前倒しとなりま

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

す。
【新理事紹介】竹下会長より、新理事会メンバー
と各担当内容について紹介がありました。詳しくは
ウェブページをご参照ください。

め、編集担当の田中（tfujimi@seiryo-u.ac.jp）まで
ご連絡下さるようお願い申し上げます。

また、次の情報をご活用ください。
1. 【会員復帰】年会費未納の状態で、長期間に
及び学会活動を停止している会員が、再び会員
として活動できる環境を整えました。2 年分の会費
を納入することによって会員に復帰できるようになり
ました。
2. 【紀要】原稿の投稿の締め切りは 11 月末日です。
ウェブページの投稿規定をお読みの上、投稿し
てください。
3. 【研究助成】研究助成の申請期間は 12 月 1 日
から 12 月 20 日までとなります。ウェブサイトの研
究助成費申請書に記入の上、申請してください。
JAFAE ウェブサイト
http://www.jafae.org

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 48 号

ニューズレター編集担当より

2018 年 10 月 5 日発行
編集・発行 日本「アジア英語」学会
代 表 者 竹下裕子（東洋英和女学院大学）
事務局長 齋藤智恵（帝京大学）
編 集 長 田中富士美（金沢星稜大学）
事 務 局 〒226-0015 横浜市緑区三保町 32
東洋英和女学院大学国際社会学部
国際コミュニケーション学科
竹下裕子研究室〒
E-mail: jafaeoffice@gmail.com
学会ウェブサイト：http://www.jafae.org
年会費振込先：郵便振替 00280-8-3239
<< JAFAE Secretariat >>
Professor Chie SAITO, Head of the Secretariat
Office:
c/o Professor Yuko TAKESHITA
Faculty of Social Sciences
Department of International Communication
Toyo Eiwa University
32 Miho-cho, Midori-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa Prefecture 226-0015 JAPAN
E-mail: jafaeoffice@gmail.com
JAFAE's website
http://www.jafae.org
JAFAE’s postal transfer account number
00280-8-3239
8

