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法政大学 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー 

第 43回全国大会プログラム 

日 時： 2018 年 12月 1日（土）10:00～17:30  

場 所： 法政大学 市ヶ谷キャンパス  

ボワソナードタワー26階 A 会議室 

総合司会：トレント信子（東洋英和女学院大学） 

10:00－10:10 

会場校挨拶：渡辺宥泰（大会実行委員長、 

法政大学グローバル教養学部長） 

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 

「JAFAEの今後―アジア英語研究の進展をめざして」  

本名信行（日本「アジア英語」学会名誉会長、 

青山学院大学名誉教授） 

 

 

 

 

 

11:40－12:00 会員総会  

12:00－13:15 昼食休憩 

13:15－15:40 研究発表  

分科会Ⅰ：ボワソナードタワー26階 会議室 A 

司会：小田節子（金城学院大学）       

13:15－13:40 

1. Non-native Features in Japanese English    

山口登志子（マラヤ大学） 

13:45－14:10 

2. Student Perceptions of On-line English 

Conversation Lessons from Pedagogical and  

World Englishes’ Perspectives   

小林めぐみ（成蹊大学）、林千賀（成蹊大学） 

14:15－14:40 

3. 英語第 2言語圏での短期研修が学習者に与 

える影響について―「国際言語としての英語」の言語

観に焦点を当てて   

相川真佐夫（京都外国語大学） 

野口聡（京都外国語大学） 

村上正行（京都外国語大学）、 

野澤元（京都外国語大学） 

坂本季詩雄（京都外国語大学） 

14:45－15:10 

4. Student Motivation and Confidence in 

Changing Language Environments Onboard a 

Cruise Ship Traveling The World    

John Andras MOLNAR（金城学院大学） 

15:15－15:40 

5. 中国人学生の英語に関する言語態度調査   

山口美知代（京都府立大学） 

第 43回全国大会 法政大学にて開催 
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分科会Ⅱ：ボワソナードタワー6階 CALL教室 0609 

司会：古関公子（東洋英和女学院大学）  

13:15－13:40  

1. Bilingual Policy in Singapore – So how?  

田嶋ティナ宏子（聖マリアンナ医科大学） 

13:45－14:10 

2. Language Policy and Multilingualism: Case 

in Singapore and Implication to Japan    

氏家佐江子（国士舘大学） 

14:15－14:40 

3. Native Speakerism in English Teacher  

Education in Asian EFL: Cases of Japan, 

Thailand, and Myanmar   

水津ありさ（広島大学大学院） 

14:45－15:10 

4. What is Available and What is Missing in  

Teaching Materials to Promote Listening 

Comprehension for World Englishes    

川島智幸（群馬大学） 

15:15－15:40 

5. Issues of Testing Content and Language in  

an ELF CLIL Class    

中村優治（慶應義塾大学） 

15:50－17:20 シンポジウム 

“ Outcomes and Implications of an EMI 

Programme: Accents, Learning Strategies and 

Career Prospects”   

モデレーター：渡辺宥泰（法政大学） 

“Japanese Ideologies towards L2-accented 

English: A Case Study in EMI Settings”  

  渡辺宥泰（法政大学） 

“ The Usefulness of Online Grammar Check 

Tools for Strategic Learning in Advanced L2 

Students”  

Mark BIRTLES（法政大学） 

“The Perception of Career Prospects among 

University Students Learning through EMI”  

福岡賢昌（法政大学） 

 

17:20－17:30  

閉会の辞：川島智幸（群馬大学） 

 

 

 
会長挨拶 

竹下裕子（日本「アジア英語」学会会長、東洋英和女学院大学教授） 

 

 

 

 

第 43回全国大会を振り返って 

大会実行委員長 

渡辺宥泰 (法政大学) 

 

 2018 年 12 月 1 日 (土)、日本「アジア英語」学会 

(JAFAE) 第 43 回全国大会は、 過去最大数の  

発表者を迎えて法政大学市ヶ谷キャンパスで開催さ

れた。発表者はもとより、質疑応答を通して議論を  

深めてくださった司会とフロアの方々にも感謝申し上

げたい。   

また、JAFAE 事務局の綿密な準備とグローバル
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教養学部 (GIS) の教職員・学生の緊密な協力が

なければ、大会運営の責務を果たすことはできなかっ

た。ここに記してご尽力への謝意に代えたい。 

 午前中の基調講演には、本学会の創設者である

本名信行氏 (青山学院大学名誉教授) をお招きし

た。氏には 20 年を超える JAFAE の歴史を、学会誌

『アジア英語研究』とご自身が初代編集長を務めら

れた国際誌 Asian Englishes (Routledge) の研究

課題を参照しながら、時にユーモアを交えて詳細に 

語っていただいた。JAFAEの研究指針が、国際的に

も評価の高い両誌の基盤を成していることは会員にと

って大きな誇りである。英語の拡散こそが多様性を 

呼び起こすとの説明、日本流 ELF の出現の予想な

ど、外圏・拡大圏の英語に焦点を当てた氏の先見性

には敬服するばかりであった。今後もアジアの英語 

研究に新たな道筋を示していただきたい。 

 個別の研究発表は、5編ずつ 2箇所の会場を使用

しての同時進行となった。近年の発表希望者の増加

に応えるべく、JAFAE にとって初めての試みであった

が、分野を問わず国内の多くの学会が会員減少に

悩む今、全国大会の質的・量的拡大は大いに歓迎

すべきである。研究の対象となる地域も、日本から 

中国、シンガポール、マレーシア、タイ、ミャンマーへと

アジア各地に広がり、さらにはクルーズ船上やオンライ

ン上の英語使用も研究テーマに加わった。英語が 

文字通り国境も空間も超える時代となったことを実感

した。三重の同心円や雲に象徴される英語圏の概念

図が、もはや実態にそぐわなくなったのかもしれない。 

 シンポジウムでは、法政大学 GIS 所属の 3 人の  

教員が「日本語訛りに対する言語態度」「文法チェッ

ク・プログラムの有用性」「資格としての英語能力  

試験」について学生のアンケート結果を分析された。

GIS では全科目が英語で教授され (EMI)、学生の

英語力も CEFR 換算で C1～B2 上位に相当する  

高いレベルにある。近年、EMI を特徴とする学部が

全国で急増しているが、ステークホルダーの中心であ

る学生の声にほとんど関心が向けられていないことが

シンポジウムを企画した動機であった。高い英語力を

有する者ほど「日本人英語」には否定的で、就職・

大学院進学に際してより高いスコア基準を必然視  

する傾向は、本名氏が言及された日本流ELFを考え

る時、さらなる議論の展開に繋がるであろう。 

 来年度夏の全国大会の開催校は群馬大学に  

決定された。英語の拡散に呼応して、大会の開催地

も日本全国や海外に広がることを期待している。 

 

 

 

基調講演レビュー 

本名信行名誉会長による基調講演： 

「JAFAE の今後― 

アジア英語研究の進展をめざして」 

竹下裕子（日本「アジア英語」学会会長、 

東洋英和女学院大学） 

 

本名信行（日本「アジア英語」学会名誉会長、青山学院大学名誉教授） 

  

日本「アジア英語」学会第43回全国大会は、  

本名信行名誉会長による基調講演で始まった。講

演が目指すところは、本学会の活動を中心にアジア
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英語研究を振り返り、つまり来た道を再確認し、その

研究の今後一層の発展を願い、つまり行くべき道を

見定め、会員各位が発展の担い手となることを自覚

する機会を提供することであったと理解した。 

 講演の流れは次のとおりであった。 

Introduction 

1. 日本「アジア英語」学会の研究課題（1998）  

2. Journals and Books since 1998 

3. 「英語の普及と変容」とその後 

4. 異変種間相互理解不全の問題 

5. 言語意識教育と相互順応・調整能力 

6. ELFの新パラダイム 

7. グローバル化と世界諸英語～ELTの方向 

Conclusion 

  本学会は1998年、9つの分野に渡る研究課題を

設定し、アジアにおける英語によるコミュニケーション

の諸問題を調査・研究し、施策等を提案するという 

役割を果たすことを目指して、本名氏と有志一同によ

って創設された。9つの分野は次のとおりである。    

1．アジアにおける英語の普及に関する社会統計 2．

アジア諸国の英語行政、教育政策 3．アジア英語

の諸変種にみられる音韻、語彙、文法、表現、    

レトリックの特徴  4．アジア英語の諸変種の相互  

理解のための比較対象パラメーター 5．アジアに  

おける英語の国際化と多様化の観点からみた   

「ニホン英語」の正当性に関するミクロ的、マクロ的

論理の構築 6．アジアの文芸、メディアにおける英語

の役割 7．英語とアジア諸言語の接触現象と動向 

8．アジアにおける英語コミュニケーションの諸相    

9．アジアにおける英語とビジネス  

 同時に、本名氏が初代編集長として1998年に  

創刊した  Asian Englishes が目指したところも、   

本学会の研究課題と重なる部分が多かった。    

本学会紀要『アジア英語研究』と Asian Englishes

は、ともに数多くのアジア英語に関する研究論文を 

掲載して今日に至っている。 

 本名氏はまた、学会設立時から最近までに出版さ

れたアジア英語に関する研究書にも言及した。たとえ

ば 、 K. Bolton 編 著 、 Hong Kong English: 

Autonomy and Creativity (2002, Hong Kong 

University Press)、B. Kachru著、Asian Englishes: 

Beyond the Canon (2005, Hong Kong University 

Press)、Z. Xu著、Chinese English: Features and 

Implications (2010, Open University of Hong 

Kong Press) などである。さらに、World Englishes

やEnglish as a Lingua Franca に関する書籍も  

複数紹介された。このように学会の歩みをたどると、 

30年以上さかのぼる20世紀末、本名氏のさまざまな

新しい提案に共感した一人として、氏の先見の明に

改めて感動せざるを得ない。 

 さて、講演の中ごろから後半は、World Englishes

やEnglish as a Lingua Francaに関心を寄せて学会

に加わった新しい会員には特に、本名氏が学会活動

や執筆活動を通じて常に説いてきたアジア英語の  

基本的な考え方とご自身の関心をつなぐ、貴重な 

機会であったと思う。本名氏は、原点に立ち戻り、  

現代英語のふたつの特徴（英語の国際化と、その 

当然の結果である英語の多様化、すなわち英語の

脱英米化）を語り、英語が多文化言語であること、 

故に現代英語をもちいたコミュニケーションには、言語

的・文化的多様性のマネジメントが不可欠であること、

言語や文化に対するアウェアネスが重要であること、

そして日本人の英語学習とその成果はどのようなもの

であると考えるべきか、という流れをたどった。 

途中、Larry Smith氏とBraj Kachru氏の抜粋が

紹介された。両名は本名氏とはもちろんのこと、本学

会とも縁の深かった研究者であるが、2014年末と

2016年半ばに相次いで他界したことは、アジア英語

研究者の記憶に新しく、改めて哀悼の意を示したい。 

さらに、グローバル時代の英語のユーザーに求められ
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るものは、単に「高い英語力」というような表現で片づ

けられるものではないことを本名氏は主張した。英語で

コミュニケーションを図る相手の多様な背景、つまり 

文化も言語も宗教もその他さまざまな伝統や生活  

様式に敬意を払い、自分が背負っているものを説明

し、差異を調整する能力を有していなければならない。

そしてこのような現代的なコミュニケーション能力を備え

た英語ユーザーを育成するのが、グローバル時代の

英語担当教員の責務でもある。 

結論として、本名氏は本学会に対して 5つの大き

な宿題を課した。 1. 学会のめざす研究課題の    

再確認   2. その成果評価（学会の自己評価）        

3. 最優先課題は次の2つ  (1) アジア諸英語の  

構造的・機能的研究   (2) アジア英語の話し手  

どうしのアコモデーションとダイバーシティマネジメントの

ストラテジー研究   4. EFL研究の推進   5. 英語  

教育の工夫 : Learning “ to language,”  rather 

than “a language.”  つまり、アジア英語研究の 

基本を忘れることなく学会活動を行い、その活動の 

自己評価を怠らず、そのうえに新しい研究を積む姿勢

を欠いてはならないとの厳しいアドバイスである。すべ

ての会員が改めて心に刻むべき大きな課題である。 

最後に、講演のなかで本名氏が参照した文献の

なかで、特に氏が著した書籍などをまとめておきたい。

学会に課せられた宿題をこなすうえで、大いに参考に

するべきものである。 

Honna, N. (2008). English as a Multicultural 

Language in Asian Contexts: Issues and Ideas. 

Tokyo: Kuroshio Publishers. 

Honna, N. (2012). “English as a multicultural 

lingua franca and intercultural      

accommodation.”  Journal of English as a Lingua 

Franca. 1-1, pp. 191-198.  

Honna, N. (2014). “Commentary: World 

Englishes and cultural presuppositions.” Asian      

Englishes. 16-3, pp. 268-270. 

本名信行 (1999)『アジアをつなぐ英語』（アルク新書） 

本名信行 (2003)『世界の英語を歩く』（集英社新書） 

本名信行 (2006) 『英語はアジアを結ぶ』（玉川大

学出版部） 

本名信行 (2013) 『国際言語としての英語』冨山房

インターナショナル 

本名信行・竹下裕子（編）(2018) 『世界の英語・私

の英語～多文化共生社会をめざして』（桐原書店） 

本名信行・竹下裕子（編）(2018) 『新アジア英語辞

典』（三修社） 

 

 

研究発表概要 

分科会Ⅰ 

 
田中富士美（金沢星稜大学） 

本大会は 10件の有意義な研究発表がパラレルセ

ッションの形で二つの会場室を使って行われた。分科

会 Iは、小田節子氏（金城学院大学）の司会で 5件

の発表が行われた。以下にその概要をまとめたい。 

まず、山口登志子氏（マラヤ大学）による、’Non-

native features in Japanese English’ で、氏は日

本人話者による英語の特性づけ、日本人話者による

英語コミュニケーション中における非母語話者(NNS)

的要素の探察および母語話者(NS)との差異の考察、

マレーシア在住日本人英語話者による英語コミュニ

ケーション中の語彙、文法要素の観察、そしてなぜそ

のように使用されるのかを見極める、ことに臨まれた。

マレーシアでは NNS 間環境における日本人英語話

者の発話行動が行われるゆえ、NNS 間コミュニケー

ション環境下での日本人の英語を考察するには相応

しい場所と考えられる。文章を読む、単語を読む、フリ

ートークの方法をとる学校教員、大学教授、学部正
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規生、語学コース生を対象とした録音による調査では、

主に冠詞、単複数形の使用傾向、抽象概念の理

解および一般名詞の使用、所有格、人称代名詞の

特徴ある使い方、そして people－personsの混在等

の特徴があげられた。 

次に ”Student Perceptions of On-line English 

Conversation Lessons from Pedagogical and 

World Englishes’ Perspectives” にて、成蹊大学

の小林めぐみ氏、林千賀氏は、フィリピンのインストラク

ターによるスカイプを使った英語のスピーキングの個人

授業の履修上において、World Englishesを履修す

る学生(WE class)と一般教養の英語を履修する学

生(Required English, RE class)のその受容の差異

について調査の考察を展開された。フィリピンの現地

のインストラクターと日本の学習者を結ぶ英語学習は

既に日本では広く認知されてきたが、このようなスピー

キング学習が学生の英語スキルにどれくらい違いを及

ぼすか、またフィリピン人のインストラクターとの対面授

業という NNE 環境下でどのような認識を持つかにつ

いてされた調査はほぼ見られない。両氏の調査対象

大学において WE class と RE class を比較し、Pre-

course と Post-course での質問項目の回答からの

結果の考察では、学習動機の高低差（WE が高い）

や英語学習の好悪の意識の差（WE が好意的）、オ

ンラインコースの積極的能動的使用の差、などがあ

げられた。また、どちらのクラスも NNS のインストラクタ

ーによる授業への非寛容度は低かった。 

続いて相川真佐夫氏、野口聡氏、村上正行氏、

野澤元氏、坂本季詩雄氏（京都外国語大学）による

研究『英語第 2言語圏での短期研修が学習者に与

える影響について―「国際言語としての英語」の言語

観に焦点を当てて』で、相川氏と坂本氏が登壇した。

Inner Circle の国々に短期研修で派遣した学生と、

Outer Circle、Expanding Circle の国々に派遣し

た学生―この発表ではマレーシア研修参加者の学

生―では「国際言語としての英語」の言語観にどのよ

うな影響を及ぼし、どのような差異が生まれるのかを探

ることに臨まれた。マレーシア研修参加者では「英語

は母語話者から学びたい」の値が低く、反対にカナダ、

イギリス研修派遣学生はその値が高くみられ、このグ

ループでは「アメリカ英語もしくはイギリス英語が日本の

教育制度の中で教えられるべきである」も高い値水準

がみられる。マレーシアに派遣した学生はその派遣前

より「どこの英語」にさしてこだわりがなく、帰国後もその

傾向は変わらない。また Inner Circle の国での研修

に向かった学生は当初よりその英語へのこだわりも強く、

帰国後更にその傾向が強くなると考察している。 

“Student Motivation and Confidence in 

Changing Language Environments Onboard a 

Cruise Ship Traveling The World”にて、 John 

Andras MOLNAR氏（金城学院大学）は、ピースボ

ートの旅でオファーされる英語の講座受講と、世界各

地で上陸するたびに英語で見知らぬ人々と（NS、

NNS とも）コミュニケーションを取ることの繰り返しを長

期間する中で、その年齢層も幅広い参加者の学習

動機や意識の調査の実施と考察について報告され

た。 

 最後に「中国人学生の英語に関する言語態度調

査」で、山口美知代氏（京都府立大学）は、中国の

外国語大学の学生、日本語専攻、英語専攻合わ

せて 145 名に、英語の地域変種の印象、寛容に関

する言語態度の調査の実施の結果、もっとも明解に

現れた結果として、中国人学生は自分たちの母語の

影響を受けた英語に最も親しみを感じ、同時にヨーロ

ッパの英語よりも日本語の影響を受けた英語に親しみ

を感じるとした結果が興味深いとし、それが日本語話

者との交流や日本のテレビドラマや映画で日本人の

話す英語に触れる機会も多いと考えられると述べられ

た。 
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Paper Presentation Review 
SESSION II 

 
Leah GILNER(Aichi University) 

Ten paper presentations were given 

during the afternoon parallel sessions of the Fall 

2018 JAFAE Conference. These presentations 

explored various facets of sociopolitical, 

pedagogical, attitudinal, and linguistic 

perspectives on English as a regional language. 

Five presentations were included in Session II, 

the focus of this report. The first two 

presentations given in Session II were related to 

language policy in Singapore. TAJIMA Hiroko 

Tina (St. Marianna University School of 

Medicine) presentation entitled 'Bilingual 

policy in Singapore – So how?' provided an 

overview of the contemporary language 

ecology of the nation-state as well as the 

evolution of government initiatives since the 

early 2000s. The influence of government 

interventions was illustrated with census data. 

According to the 2015 census, for example, 

English is used as the home language by almost 

40% of the population and Mandarin by slightly 

less. The presenter described these trends as 

outcomes of bilingual policies and mentioned 

the latest innovation which offers early 

childhood education to residents outside of the 

urban center. Overall, the presentation 

suggested the complexities surrounding the 

economics of language as linguistic capital as 

well as those involved with promoting a 

multicultural and plurilingual society. 

The next presentation by UJIIE Saeko 

(Kokushikan University) entitled 'Language 

policy and multilingualism: Case in Singapore' 

complemented the previous presentation with 

preliminary data on citizens' attitudes toward 

government initiatives. Data was gathered by 

means of a small-scale exploratory online 

survey designed to probe language attitudes 

and language use of Singaporeans. Seventeen 

Singaporean citizens ranging in age from the 

late 20s to mid-40s and associated with a U.S. 

university alumni group responded to three 

questions concerning their native language(s), 

languages spoken with parents, and languages 

spoken with grandparents. While 

acknowledging limitations due to small sample 

size, the researcher suggested that findings are 

indicative of a number of trends and attitudes: 

one is that in recent years English has become 

the first language choice at home within the 

family; another is that language policies appear 

to have produced 'a truly multilingual 

population' over the span of three generations. 

It was also suggested that language policy has 

been a central driving force in Singapore's rapid 

economic development, producing human 

resources who can function effectively and 

efficiently in the global arena. This was 

attributed (in part) to embracing the English 

language as a conveyor of both cultural and 

national identity. The presenter raised the 

question of how outcomes of Singapore's top-

down initiatives might be applied to 'mono-

cultural and ethnocentric' scenarios like Japan. 

Discussion with the audience touched upon the 
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ambiguities surrounding the term 'native 

language'.  

The third presentation entitled 'Native 

speakerism in English teacher education in 

Asian EFL: Cases of Japan, Thailand, and 

Myanmar' was given by SUIZU Arisa 

(Hiroshima University). This presentation 

reported on findings from a study which 

examined the required qualifications of native 

and non-native English teachers in teacher 

education systems in three Asian EFL countries, 

namely, Japan, Thailand, and Myanmar. 

Analyses were carried out on printed and 

online policy documents related to three phases 

of teacher education system in each country: 

pre-service education (PreSET), employment, 

and in-service education (InSET). The study 

focused on these three aspects of the most 

common route into the profession for local and 

foreign teachers in each locale. In Japan, the 

common routes were identified as the Regular 

Teaching Certificate type 1 for local teachers 

and the JET program for foreign teachers. In 

Thailand, the most common way into the 

profession was identified as teachers' license 

plus undergraduate degree in Education for 

local teachers and teaching permit for foreign 

teachers. In Myanmar, the common route for 

local teachers was identified as the normal 

license while for foreign teachers it was the 

Peace Corps English Education Project. 

Preliminary findings indicate some 

commonalities across the discoursal stances of 

the documents from three countries: Local 

teachers are required to meet stricter 

professional standards than foreigners; the 

institutional role of foreigner teachers tends to 

be more limited than that of local teachers; and, 

the notion of 'foreign' teachers in the three 

countries is generally restricted to those from 

native English-speaking countries, particularly 

the U.S. and the U.K. Findings such as these led 

the researcher to suggest the teacher education 

systems in the countries under investigation are 

still strongly influenced by native speakerism 

and grant authority to foreign teachers in spite 

of limited professional and local knowledge. 

Undervaluing the training and experience that 

local teachers bring into the classroom was 

identified as presenting a possible barrier to 

professional collaboration between local and 

foreign English teachers. 

The fourth presentation entitled 'What is 

available and what is missing in teaching 

materials to promote listening comprehension 

for World Englishes?' was given by 

KAWASHIMA Tomoyuki (Gunma University). 

This presentation reported results of an 

exploratory textbook analysis aimed at 

ascertaining the range of materials available for 

the teaching of outer and expanding circle 

varieties of English. After a brief review of 

factors that are likely to influence listening 

comprehension, the presenter reported results 

from an analysis of textbooks with particular 

focus on the type and amount of exposure that 

each provided of non-standard varieties of 

English. A preliminary search on resources 

commercially available in print revealed that 

there were as few as eight university-level 
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textbooks that provide exposure to speakers of 

non-standard varieties. It was observed that the 

limited amount of materials does not allow for 

graded selection in order to match student 

abilities. In the latter half of the presentation, 

the presenter introduced an ongoing project 

designed to develop teaching materials with 

which to promote listening comprehension of 

global English language use. The project 

intends to examine how exposure to diverse 

accents influences listening comprehension 

skills. Performance results from past questions 

of the National Center Test for University 

Admission will provide a baseline reference. 

Selected questions will be reproduced with 

multiple speakers from various linguacultural 

backgrounds and then be administered to 

students with different levels of experience in 

an effort to arrive at empirical bases from which 

to develop listening materials for graded 

instruction.  

The closing presentation of the afternoon 

session was given by NAKAMURA Yuji (Keio 

University) on the topic of: 'Issues of testing 

content and language in an ELF CLIL course'. 

The presenter introduced an approach to the 

assessment of a CLIL course based on the 

framework provided in “The Dilemmas of 

Testing Language and Literature” (Paran, 2010). 

The CLIL course was described as having three 

linguistic assessment components and two 

subject content components. These components 

were scrutinized in terms of Paran's (2010) 

principles. Adjustments to a perceived 'ideal 

ELF CLIL' were also discussed. Several 

suggestions regarding how to overcome 

challenges such as differences in students' 

proficiency levels, communication abilities, and 

linguistic experience were provided. Taken 

together, these suggestions reinforced long-

standing and fundamental tenets of informed 

pedagogy such as the relevance of needs 

analysis and localization of instructional 

practices. 

 

 

 

シンポジウム概要 
 

齋藤智恵（帝京大学） 

第 43 回全国大会のシンポジウムは、”Outcomes 

and Implication of an EMI Programme: Accents, 

Learning Strategies and Career Prospects”のテ

ーマのもと、3 本の発表を軸に英語を教授言語（EMI）

として用いている教育現場の現状について知見を  

深める機会となった。今回のシンポジウムでは、EMI

プログラムにおける英語の多様性に対する受容態度、

オンラインの文法構成機能を用いた学習方略、そして、

英語力と卒業後の進路の関係と多岐にわたるトピック

について報告された。 
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会場校である法政大学のグローバル教養学部（GIS）

では英語を教授言語としており、学生間のコミュニケ

ーションにも英語が用いられている。シンポジストはい

ずれも GIS で教鞭をとられている先生方で、最初に 

学部長でありシンポジストのおひとりでもある渡辺宥泰

先生より、GIS についてのお話があった。入学要件と

して、TOEFL iBT score 76 以上、または他の英語 

能力試験で同等以上と明確な英語能力の要件が

課されていること、また学生や教職員は日本を含む

39 か国の出身者で構成され、日本人学生には帰国

子女も含まれるなど、GIS の多様性について説明が

あった。 

最初の発表は渡辺先生に よ る ”Japanese 

Ideologies towards L2-accented English: A 

Case Study in EMI Settings”である。EMI 環境に

おいて、L2 アクセントの英語と、自身の日本語    

アクセントの英語をどのようにとらえているかについての

報告があった。102名の協力者（日本人）に実施され

た 質問紙調査の結果では、約 9割が Inner Circle

の  アクセントを好ましいと考えており、上位 2 位は  

アメリカとカナダであり、北米のアクセントで約 6 割を 

占めた。この結果は、ALT の教員の母国の割合と 

合致していることから、その影響の可能性についても

言及された。日本語アクセントの英語については、 

約半数が日本語アクセントを取り除きたいと考えてい

るが、約 4 分の一は、理解できれば日本語アクセント

の英語にはなんら問題がないとも答えている。また、

日本、中国、韓国、フィリピン、英語母語話者以外の

ヨーロッパの国々のアクセントについては、５つの内

「心地よさ」「能力」「知性」「富」の４つのカテゴリーで、

日本語のアクセントが最も低いという結果が得られた。

この結果以上に驚いたことは、「能力」と「富」のカテ

ゴリーでは、中国人と韓国人の話者について有意差

が認められたことである。日本人学生と中国人、  

韓国人英語話者との交流がこのような結果を導き 

出したのではないかと考えられるが、この結果から多

様な英語が飛び交うキャンパスライフを垣間見ること

ができたような気がした。 

 

続いて、Mark James BIRTLES 先生より”The 

Usefulness of Online Grammar Check Tools for 

Strategic Learning in Advanced L2 Students”と

いうテーマで、近年急速に普及しているオンラインの

文法校正機能の活用についての報告があった。

Birtles 先生によると 2008 年にサービスを開始した

Grammarly は先駆的な存在で最も利用者が多い。

他のサービスも追随しているが、今回の発表では、

Prowriting Aid のサービスを用いて 22 名の大学 2

年生の協力者から質問紙を用いて調査を行った。そ

の結果、協力者は文法校正機能を高く評価しており、

学習方略のひとつとして肯定的にとらえていることが 

わかった。Birtles 先生は、文法校正機能の利点とし

て次の 2 点を挙げている。まず、これらのサービスは、

文科省の推進するアクティブラーニングにおいて、さら

に重要性を増すと考えられること、そして、英語力や 

英語習得の過程が多様な学生の存在する EMI  

プログラムにおいて、文法校正機能は個々のニーズ

に対応可能な有益なサービスであるということだった。

しかしながら、これらのサービスはそもそもネイティブ   

スピーカーに向けて作られたサービスであり、学習を  

サポートはするが、文法を教えることはできない。
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Prowriting Aid の機能は協力者からは高い評価を

得られたが、学習者はそれらのフィードバックを自分で

精査することなく、   機械的に受容していることが  

問題点として指摘された。筆者もGrammarlyを利用

した経験があるが、フィードバックを鵜呑みにしていたこ

とに改めて気づかされた。 

最後に福岡賢昌先生より“The Perception of 

Career Prospects among University Students 

Learning through EMI”のテーマで、英語力と  

卒業後の進路などの関係についての発表があった。 

91名の大学生を英語力で上位群と下位群に分け、

複数の項目について質問紙による調査を行った。  

日本の企業では TOEIC のスコアを採用や昇進の 

基準とすることが一般的で、日本の大学においても

IP テストの実施や、受験対策の授業など TOEIC が  

英語教育の中に取り込まれているケースが多い。しか

しながら、EMI プログラムの学生たちは、英語力を 

測る最適な試験として TOEFL を選択している。    

福岡先生によると、EMI プログラムの学生たちにとっ

て、TOEIC は簡単すぎること、また海外生活の長い

学生が TOEIC

に馴染みがな

いことを理由とし

て述べている。

また、卒業後の

進 路 と し て 、  

英語力上位群

の 協 力 者 は  

グローバル社会

での活躍を鑑み、

70 ％ 以 上 の  

学生が外資系

の会社で働くこ

と を 希 望 し 、  

半数以上の協

力者は 30 歳までに海外の大学院への進学を希望し

ていることが報告された。大学生の段階で転職や  

進学を含んだキャリアパスを描いていることは EMI プ

ログラムの学生独特の傾向ではないだろうか。 

 このシンポジウムを通して、日本語で教育が実施さ

れている大学または学部では、同様の結果は得られ

ないだろうと感じた。日本語以外の L2 アクセントと  

接触することの少ない大学生にとって中国語や韓国

語のアクセントはどのような印象を与えるのだろうか。ま

た、スマートフォン中心の生活で、ワードファイルに  

英語の文章を打ち込むことに試行錯誤している学生

たちには文法校正機能は使いこなせないかもしれな

い。そして、多くの学生は TOEIC のスコアを 100 点  

上げるのにも苦労しているような現状がある。EMI の  

教育環境を率直に羨ましいと感じるが、 EMI      

プログラム独自の課題についても考えさせられる機会

にもなった。学生が多様な背景を持つということは、そ

のニーズも多様化していることを意味している。多様な

ニーズを満たすための対応は一様ではなく、今回   

シンポジストとして発表してくださった先生方は日々  

試行錯誤を繰り返していらっしゃるのではないだろうか。

日本においても EMI プログラムが少しずつではあるが

増加傾向にある。今回のシンポジウムは、英語の  

多様性や英語教育の分野にとどまらず、EMI     

プログラムの今後の発展という視点からも非常に  

有意義なものであった。 

最後になったが、渡辺宥泰先生にはシンポジウム

の企画運営だけでなく、大会実行委員長としてご尽

力いただいた。また、福岡賢昌先生、Mark James 

BIRTLES 先生にも大会運営に関して並々ならぬご

協力をいただいた。本大会を成功に導いてくださったこ

と、先生方のご厚情に深く感謝申し上げたい。 
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2018年 12月 1日に法政大学市ヶ谷キャンパスに

て開催された第 43 回全国大会は、皆様のご協力の

もと盛会のうちに終えることができました。研究発表の

部門では多くのご応募をいただき、初の試みとして  

分科会の開催となりました。渡辺大会実行委員長を

はじめ、基調講演、研究発表やシンポジウムでご登壇

いただきました先生方、またご参加いただきました皆様

に心よりお礼申し上げます。 

大会に合わせて開催されました会員総会では以下

の３点が報告されました。 

1. 【2017 年度会計の修正】 出所不明金につ

いて第 43 回全国大会総会時に修正報告を行う  

予定で、会長、事務局、会計の間で調査を進めてま

いりました。しかしながら、調査が不十分であり、会員

の皆様への修正報告までには更なる時間が必要で

あることがわかりました。2018 年度の会計を締める際

に 2017年度の会計も修正し、改めて修正報告をさせ

ていただきます。 

2. 【第44回全国大会】2019年7月13日（土）

に群馬大学昭和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サイトをご参照く

ださい。 多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

3. 【研究発表投稿要領の変更】研究発表  

応募の際に提出いただくファイルについて、ファイル名

の規則を定めることになりました。新たな規定はウェブ

サイトに掲載しておりますので、ご確認ください。 

以前の事務局だよりの内容と重複する内容もござ

いますが、以下の情報もご活用ください。 

1. 【大会関連のスケジュールの変更】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

した。ウェブサイトに日程が掲載されていますので、  

ご確認の上ふるってご応募ください。 

2. 【研究助成】研究助成への応募は 2018 年

12 月 20 日に締め切りました。複数のご応募がござい

ました。審査結果はご本人に連絡いたします。 

3. 【スタディツアーの開催】ベトナムで開催され

る下記の学会への参加を中心としてスタディツアーを

開催します。現地の英語教員との交流会なども予定

されていますのでふるってご参加ください。 10th 

International Conference on TESOL ：

Diversification and Engagement in English 

Language Teaching （学会開催日、8 月 15～16

日）ツアーの詳細はウェブサイトでご確認ください。 

 

JAFAE ウェブサイト   

http://www.jafae.org 

 

 

 

 

 

事務局だより 
 

http://www.jafae.org/
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人類学・社会学的視点からみた過去、現在、未来

のことばの教育:言語と言語教育イデオロギー 

 

編著者：佐藤慎司、村田晶子 

著者：榎本剛士（本学会会員）第 7章 

ISBN: 9784883034727 

発行年月：2018年 11月 

出版社: 三元社 

定価：3,300円（税別） 

 

 

 

 

 

 

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 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。次号NL50号より編集担当は池沙弥

理事になります。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（ saya@sugiyama-

u.ac.jp）までご連絡下さるようお願い申し上げます。 
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