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会長挨拶：竹下裕子  

東洋英和女学院大学教授、日本「アジア英語」学会会長 

 

第 44回全国大会プログラム 

日 時： 2019 年 7月 13 日（土）10:30～17:30  

場所： 群馬大学昭和キャンパス ミレニアムホール 

 

総合司会：田嶋ティナ宏子（聖マリアンナ医科大学） 

10:30－10:40 

大会実行委員長挨拶：川島智幸（群馬大学） 

会場校挨拶：渡邊秀臣（群馬大学 副学長） 

会長挨拶：竹下裕子 （東洋英和女学院大学） 

 

基調講演 

10:40－11:40 

 

「日本人の英語力―その遅れはどうしてなのか？」 

明石康 （元国連事務次長） 

11:40－12:00 

会員総会 

 

12:00－13:15 

昼食休憩 

 

 

研究発表 

司会：渡辺宥泰 （法政大学） 

  

13:15－13:40 

1. 『タイ人観光客への英語接遇』 国際英語論に 

基づく観光英語教材開発 

宮本節子（相模女子大学）、渡辺幸倫（相模女子大学） 

13:45－14:10 

2. 中華系シンガポール人大学生の英語使用    

標準英語・シングリッシュ 

原田慎一（立教女学院短期大学） 

14:15－14:40 

3. グローバル企業の言語政策 ELF研究からの考察  

氏家佐江子（拓殖大学） 

14:45－15:10 

4. 日本人英語学習者による ESS―理論と実践  

加藤洋昭（青山学院大学） 

15:15－15:40 

5. Integrated-Skills Assessment in EIL/ELF 

Contexts: The Language Component  

中村優治（慶應義塾大学）、 

Adam MURRAY（琉球大学）、 岡林秀樹（明星大学） 

シンポジウム 

15:50－17:20 

多文化共生の地域づくりに大学はどんな貢献ができ

るのか －群馬大学主催「ぐんまで迎える高齢期に

備える地域日本語教室」を事例に  

 

モデレーター：川島智幸（群馬大学） 

 

大学関係者の視点から 

結城恵 （群馬大学） 

 

第 44回全国大会 群馬大学にて開催
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行政および地域団体関係者の視点から 

糸井昌信（大泉国際交流協会） 

 

外国人住民の視点から 

平田カティア（群馬大学） 

 

17:20－17:30 

閉会の辞：吉川寛 （中京大学） 

 

 

第 44回全国大会を振り返って 

大会実行委員長 川島智幸（群馬大学） 

 

新年号令和、初めての全国大会は、2019年 7月

13日（土）に群馬大学昭和キャンパスで開催された。

交通の便の悪さに加え、連日曇りや雨の日が続く中

迎えた大会は、幸いにも閉会まで雨に降られず、多く

の参加者を集め成功裏に終えることができた。     

大会は田嶋ティナ宏子先生の司会で始まり、群馬

大学の渡邊秀臣副学長と竹下会長の挨拶の後、

元国連事務次長・明石康先生による基調講演が 

行われた。明石先生は群馬県とも関係が深く、国際

舞台で活躍する人材育成を目指し、群馬県で 2002

年から行われている高校生プログラム、『明石塾』の

創設に関わられた。  

午後は、5 件の研究発表とシンポジウムが行われ

た。シンポジウムは、人口に占める外国人の割合が

全国で 3 番目に高い群馬県での開催にちなみ、  

多文化共生の地域づくりをテーマに取り上げた。そして、

これまで多くのプロジェクトを実施されている群馬大学

の結城恵先生には、大学教員の立場から、人口の

約 5人に 1人が外国人である大泉町役場で長年多

文化共生に関わり、現在は大泉国際交流協会会長

を務める糸井昌信氏には、行政と地域団体の立場

から、そしてペルー国籍の日系 3 世で医療通訳や 

日本語教室の指導者として活躍中の平田カティア氏

には、外国人住民の立場からお話をいただいた。 

本大会は群馬大学との共催で実施され、群馬大学

医学部と前橋観光コンベンション協会のご厚意により、

参加者には大学名の入ったバッグ、クリアファイル、 

前橋の天然水（アカギノメグミ）、観光パンフなどが 

配布された。また毎日新聞には大会告知にご協力を

いただいた。本大会の実施にあたり、竹下会長、  

齋藤理事、結城恵先生、そして運営補助にあたってく

れた 6 人の学生には特にお世話になりました。最後に 

お忙しい中快く講演を引き受けてくださった講師の

方々、理事、発表者、そして参加された皆様にこの場

をお借りして感謝申し上げます。 

 

 

 

基調講演レビュー 
 

「日本人の英語力―その遅れはどうしてなのか？」 

明石 康（元国連事務次長） 

 

 

竹下裕子（東洋英和女学院大学・本学会会長） 

 

全国大会の基調講演を明石康先生にお願いした

く、群馬県に造詣の深い先生ならばお引き受けくださ

るに違いないという根拠のない期待を抱きながら、 

昨年末、ご依頼のメールをお送りした。年明けに秘書

さんより講演時間、聴衆の人数と背景、過去の全国

大会の概要、基調講演者名と題目などの質問を受

けたのち、1 月半ばにはご快諾をいただいた。のちに 

事務局長と共に、六本木・鳥居坂の先生の事務所

にお邪魔し、内容や題目などの決定に向けた打ち合

わせをし、当日を迎えることとなった。長く国連で難題
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に対処していらした明石先生のお話を、しかも日本人

の英語力という、多くの会員が関心を寄せるテーマで

直接お聞きする機会を得たことは、本学会にとって非

常に有り難く、喜ばしいことである。 

 

明石 康氏（元国連事務次長） 

 

ご講演は、言語にまつわるエピソードで始まった。

論理的な意見表明には、英語が適するが、1997 年

の明石先生のご経験は意外であった。対北朝鮮の

国連人道支援に関する交渉を、外務副大臣の車中

で行ったとき、運転手に内容が伝わることを危惧した

副大臣が途中で英語からフランス語に切り替えたた

め、国連が求めた透明性のある人道支援は、明石

先生と外務副大臣がフランス語で合意したとのことで

あった。 

話題は日本の教育に移り、小中高では国際的にも

レベルが高いものの、大学ではあまり効果が見られな

いとの厳しい指摘をいただいた。高校生に関しては、

明石先生が立ち上げ、現在では名誉顧問をお務め

の明石塾〈https://www.gpwu.ac.jp/org/ins/29/〉の元

塾生のなかから国際的に活躍する人材が育っている

ことが喜ばしく、入塾当初の彼らの発話力はほぼ皆無

であったが、訓練を積み、最後のマレーシア・シンガポ

ール研修に至るまで、英語教育の効果を目撃したご

経験などをお話になった。一方、比較的低い大学生

の英語による発信力、ひいては日本人の英語力不

足にも言及なさったうえで、現状を嘆くのではなく、今後

の実践課題を考えることが大切であると強調なさった。 

以降、次のとおり、明石先生のお考えの表明が続

いた。日本人の英語学習が実を結びにくい理由には、

①人口が圧倒的に日本人で、英語を話す外国人が

非常に少ない、②国内消費のみで成立してきたため、

外国語への関心が低く、英語使用が増えない、③

英語教育に注がれる時間と労力と金に反して効率が

悪い。 

外国語の 4 技能のうち、話す力と聞く力の向上に

は母語話者との接触が重要である（今後は AI など

の補助を得て、この部分の伸長が期待される）。語学

習得は長時間をかけず、一時期・集中的に行うべき

であり、つまり 4 技能を活用することのできる環境に 

自分を置くことが重要である。 

長い国連・国際経験から、世界の英語が一様で

なくてよいと認識している。適度ななまりは文化の違い

を反映する魅力であり、個人のアイデンティティでもある。

よって、日本人は日本人の英語を堂々と話すべきで

あり、アジアの英語は個性を反映してよいのだという 

考え方に賛同する。実際、国連でも優れたアメリカの 

政治家が英語でスピーチをしてきたが、カーター、  

ジョンソン両大統領は南部の英語を話し、ケネディ 

大統領はイギリス的なマサチューセッツなまりの英語を、

レーガン大統領はカリフォルニアの英語を話すなど、

アメリカ英語も多様である。 

発音やアクセントよりも、語彙、文法、慣行を踏まえ

たきちんとした英語であることが重要であり、日本はこ

のような英語を書き、話すことのできる人材の育成をめ

ざすべきである。数百ほどの単語・熟語に表現の類さ

や個性が加われば、読者や聴衆は引き付けられる。

自分の伝えたいことを、正確に、適切に、文脈のなか

で自然な形で、論理的に表すことが肝要である。 

https://www.gpwu.ac.jp/org/ins/29/
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日本は礼儀正しい国であるがゆえに、ともすると 

上下関係が優先し、並行的な関係に対する関心が

薄れがちである。空気を読む社会では、個性的な 

発言が弱まり、忖度が続けば人はつまらなくなる。  

けれども、ほどよい着地点を見つけるのは難しく、まだ

答えはない。狭義の英語ではなく、アジア英語、  

太平洋英語、国連英語の存在価値を確認しておき

たい。日本の英語の厳しい現状を議論しながら、  

迅速に世界における日本の存在を高めていきたい。

日本 「アジア英語」学会がさらに強化され、     

プラグマティックな議論を進めていくことも、日本が国

際的な存在を確固たるものにする一助となる。 

本記事では、上のとおり、骨子のみをご紹介するが、

国連時代のさまざまなご経験とご見識に基づいた  

日本の英語教育に関するお考えの全容は、本学会

の次号紀要でお読みいただきたい。 

 

 

研究発表レビュー 

 

吉川 寛（中京大学） 

 

 本大会では渡辺宥泰氏（法政大学）の司会で 5件

の研究発表が行われた。以下にその概要を述べる。 

 先ず、宮本節子氏（相模女子大学）と渡辺幸倫氏

（相模女子大学）による「『タイ人観光客への英語 

接遇』：国際英語論に基づく観光英語教材開発」の

発表では、拡大円地域からの外国人観光客に対し

て、観光業従事者は「ネイティブ英語」ではなく当該の

拡大円英語変種で接遇した方がより高い効率の  

コミュニケーションが可能であると主張する。両氏は

EIL の理念を基とした“EIL-based ESP”の理論を 

背景に、試作教材「Understanding the English of 

Thai Visitors―タイ人観光客への英語接遇」を作成

した。更に、両氏は、このような教材開発は拡大円 

英語に学習対象としての「権威づけ」を与え、拡大円

英語への学習を肯定的に認めることに寄与すると 

主張した。 

次に、原田慎一氏（立教女学院短期大学）による

「中華系シンガポール人大学生の英語使用―標準

英語・シングリッシュ」の発表では、先ずシンガポール

での若い世代の英語母語化（50.2％）が進んでいる

ことを示し、次いでシンガポール大学生 165人のインタ

ビュー調査で、その英語使用時における標準英語と

シングリッシュの選択が対話者と場所によって決めら

れていることを示した。対話者が家族、友人の場合は

シングリッシュの使用頻度が高く、外国人、教員に 

対しては殆ど標準英語が使用されていることを示した。

また、使用場所では、ホーカーなど非公式の場では

シングリッシュが 77.9％、大学など公的な場では標準 

英語が 70.5％と、非常に対照的な結果が示された。 

 次いで、氏家佐江子氏（拓殖大学）による「グロー

バル企業の言語政策―ELF 研究からの考察」の 

発表では、ある日本のグローバル企業での 4 年間に

亘る社内英語公用語に関するインタビュー調査から

社内英語公用語を成功させるには適切な言語環境

作りが必要であったと氏は指摘する。そのグローバル

企業では、当初、完全なる英語環境を目論んだが上

手く行かなかったのは多言語性を無視したからだと氏

は主張する。グローバル企業は多様な従業員で  

構成されているので多言語性を有する ELF 環境作り

は必須であり、その様な言語環境の存在は多様な 

人材の採用にも貢献すると氏は提言した。 

次に、加藤洋昭氏（青山学院大学）の「日本人 

英語学習者による ESS―理論と実践」では、大学生

46 人による ESS 作品 229 編（11450 語）の分析   

結果が示された。ESS のジャンル分けでは、「語り文」

（98編）、「視点転換文」（54編）、「描写文」（31編）

などが上位を占めた。氏は、I（私）の視点で書かれて
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いるのが共通点だと分析し、ESS は「自己表現」に 

適するライティングであると指摘した。更に、 Idea, 

PD(Paragraph development), G/V(Grammar 

and Vocabulary)の 3 項目によるルーブリック評価を

行い、「良い作品」には、「読み手を惹きつけ共感をで

きるもの」や「着眼点がするどい」などの指摘がなされ

ていたとの報告があった。 

最後に、中村優治氏（慶応義塾大学）、Adam 

Murray 氏（琉球大学）、岡林秀樹氏（明星大学）

による ’Integrated-Skill Assessment in EIL/ELF 

Contexts: The Language Component’ の発表が

行われた。三氏は、実際の EIL/ELF 状況から   

得る’authentic’な教材を使用して 4 技能の総合的

向上を目指すEIL/ELF教授法の研究は進んでいる

が、教授法と表裏一体である評価法についての  

研究は余り進んでいないと指摘する。4 技能の向上

が’authentic situations’で生ずるのであれば、獲得

した 4 技能の評価もそのような状況を考慮して行う  

必要があると主張する。三氏は、評価のために 7 項

目のカテゴリーを示し、それぞれの評価基準を設定し

て独自の評価法を提示した。 

 

 

シンポジウム概要 
 

宮本節子（相模女子大学） 

 

第 44 回の全国大会シンポジウムは「多文化共生

の地域づくりに大学はどんな貢献ができるのか：群馬

大学主催『ぐんまで迎える高齢期に備える地域日本

語教室』を事例に」というテーマで行われた。発表者

は結城恵先生（群馬大学、研究統括）、糸井昌信

氏（大泉国際交流会長、地方行政の立場からの 

連携支援）、平田カティア氏（リサーチアシスタント、

日系住民の視点からの通訳支援）の 3 名で、群馬

大学が主体として行っている多文化共生を目的とした

協 働 型 実 践 研 究 (Community-based 

Participatory Research：CBPR)において、異なる

立場から指導的役割を果たしてきた方々である。 

 
左から、川島智幸先生（本大会実行委員長）、平田カティア氏、    

糸井昌信氏、結城恵先生 

 

シンポジウムは CBPR 実践を振り返る手法としてそ

れぞれの立場から印象に残ったことを語り、その意義

を解釈するという多音法的エスノグラフィを活用し、  

モデレーターは同じく群馬大学の川島智幸先生であ

った。 

 まず群馬大学における数多くの多文化関連授業の

開講に始まり、社会人「多文化共生推進士」の養成

プログラム設立に至る多文化共生の脈々としたこれま

での取り組みが紹介された。その中で群馬大学が

2013 年度から主催している「ハタラクラスぐんま地域

日本語教室」の成果の振り返りが、三者の異なる  

立場から行われた。当プログラムは、定住外国人が 

高齢期に備える上で必要な情報把握と体験実践を

日本語教育を通して支援することを主眼とし、具体的

には年金、介護、健康、防災等をテーマとした生活

者としての外国人に対する日本語教育のカリキュラム

作成と授業運営を行ってきた。クラス活動中に撮影さ

れた参加者の輝く表情を切り取った多くの写真とともに、 

糸井氏、平田氏からは防災訓練、健康食講座等を
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通じて、互いに学び、相互を尊重する姿勢が涵養さ

れたことが紹介された。また結城先生からは外国人

学習者の地域貢献へ熱意の高まりが日本語学習の

動機付けとなった事例が紹介され、多文化共生プロ

グラムのダイナミズムを維持するためのシステム構築を、

scrap & buildの覚悟を持って大学が担うべきである

との提言がなされた。 

群馬大学の取り組みは、言語・文化の相互尊重を

前提とし、居住地域の実情に即した地域言語教育

の先進例として、英語教育を専門とする筆者にとって

示唆に富むものであった。また、発表者の方々の  

多大な献身と学習者への敬意にも深い感銘を覚え

た。在留資格制度の新設や定住外国人の流動性

の高まりによって定住外国人と地域の在り方も今後  

変化することが予測される中、人材育成という使命を

担う大学が群馬大学の取り組みをモデルケースとして

学ぶところは極めて大きいと思われる。 

 

 

 

 

 

竹下裕子（東洋英和女学院大学・本学会会長） 

 

ホーチミンシティ滞在最終日、学会初のベトナムスタ

ディツアーのご報告をいたします。Southeast Asian 

Ministers of Education Organization 

(SEAMEO) Regional Training Center 

(SEAMEO RETRAC) において、8月 15日と 16日

に開催された 10th International Conference on 

TESOL: Diversification and Engagement in 

English Language Teaching に 7名の学会員とと

もに参加しました。7 名のうちの 6 名が研究発表をした

のち、時間が許す会員はそのまま残り、ホーチミンシティ

内外の歴史的な場所を訪れ、あるいは RETRAC の

英語の授業参観をするなどして過ごしました。 

会員による研究発表は次のとおりでした（発表順）。 

米岡ジュ リ ： The Changing Face of English 

Village in Korea 

氏家佐江子： Issues Surrounding Teaching 

English as a Business Lingua Franca in 

Monolingual Workplaces 

古関公子：What Materials Could Motivate 

University Students in CLIL English Classes? 

竹下裕子：The Significance of Incorporating 

On-line Lessons Conducted by Filipino 

Teachers into University English Curriculum 

トレント信子・古関公子：Student-centered CLIL 

Methods to Develop Critical Thinking Skills 

齋藤智恵：Learning Medical Vocabulary Using 

the Internet: A Case Study of a Group of 

Japanese Co-medical Students 

 研究発表に加え、複数の会員がモデレータを務め

ました。寺澤君江会員は、研究発表なしの参加でし

たが、来年こそ、この学会でぜひとも発表したいとの 

決心を固めたようです。また JAFAE の概要の紹介と

それに興味を示したベトナム人参加者との懇談会もあ

り、2 日間の学会はあっという間に過ぎていき、参加者

の心に感動と充実感を残したのでした。 

 

2019年度スタディツアー 
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本大会基調講演者、明石 康元国連事務次長の

著書紹介 

 

カンボジア PKO 日記 

－1991年 12月~1993年 9月  

 

著者：明石 康 

ISBN: 978-4000612302 

発行年月：2017年 11月 

出版社: 岩波書店 

定価：4,200円（税別） 

 

 
日本と国連の 50年―オーラルヒストリー  

 

著者：明石 康、野村 彰男、大芝 亮、秋山 信将、

高須 幸雄 

ISBN: 978-4623049165 

発行年月：2008年 3月 

出版社: ミネルヴァ書房 

定価：2,800円（税別） 

 

 

 

 

 

2019 年 7 月 13 日に群馬大学昭和キャンパスに

て開催された第 44 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。川島大会実

行委員長をはじめ、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 5点について報告されました。 

 

書籍紹介 
 

事務局だより 
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1. 【第 45回全国大会】 

12 月 7 日（土）に京都外国語大学に於いて開催さ

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。http://www.jafae.org 

 

2. 【紀要委員の募集】 

紀要編集委員会の委員に 1名の欠員が発生した

ため、一般会員より募集します。長は理事でなければ

ならないことが会則で定められていますが、委員は 

会長と理事が会員の中から推薦し、会長が委嘱する

ことが可能です。編集作業は、ご自身の論文作成に

も非常に役立つ経験となります。推薦も歓迎いたしま

すが、会員からお手が挙がることが好ましいと考えま

すので、この場をお借りして広く呼びかける次第です。  

9 月末日までに会長にお申し出いただくか、事務局

jafaeoffice@gmail.comまでご連絡をお願いいたしま

す。 

 

3. 【会員情報のアップデート】 

ご所属やご住所、メールアドレス等に変更がござい

ましたら事務局 jafaeoffice@gmail.com まで速やか

にご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

4. 【2017年度会計の修正】 

会計担当の池理事より報告がありました。調査と 

確認作業の結果、出所不明金が前回報告の 4 分

の一の 350,160 円まで縮小されたことが報告されまし

た。本件について、竹下会長と会員管理担当の  

仲理事より謝罪がありました。再発防止のため、今後

の会計監査に外部の人材を登用することが提案され

承認されました。 

 

 

 

5. 【2018年度の会計報告と2019年度の予算案の提示】 

会計担当の池理事より、2018 年度の会計報告、

2019年度の予算案の提示があり承認されました。       

2019年度の予算の詳細は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jafae.org/
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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、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。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（tfujimi@seiryo-u.ac.jp）まで

ご連絡下さるようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニューズレター編集担当より 
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