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会場校挨拶：松田 武 京都外国語大学学長 

 

第 45回全国大会プログラム 

日 時： 2019 年 12月 7 日（土）10:30～17:30  

場所： 京都外国語大学 4号館 R452 

 

総合司会：田嶋ティナ宏子 （聖マリアンナ医科大学） 

10:00 - 10:10 

会場校挨拶：松田 武 京都外国語大学学長 

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 

「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） 

11:40 - 12:00 

会員総会 

12:00 - 13:15 

昼食休憩 

 

 

 

研究発表 

司会：原田慎一（立教女学院短期大学）  

13:15 - 13:40 

日本英語：音声の特徴について 

山口登志子（マラヤ大学） 

13:45 - 14:10 

East Asian Attitudes towards L2-Accented 

English: A Comparison Based on a Unified 

Questionnaire 渡辺宥泰（法政大学）、山口美知

代（京都府立大学）、小林めぐみ（成蹊大学） 

14:15 - 14:40 

家庭言語の新たな選択肢としての英語：多言語国

家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） 

14:45 - 15:10 

Japanese College Students’ Pragmalinguistic 

and Sociopragmatic Knowledge of Writing E-

mail Requests in English  

柴田美紀（広島大学） 

15:10 - 15:30 

スタディツアー報告 

司会：竹下裕子 （東洋英和女学院大学） 

2019年度スタディツアー（ベトナム、ホーチミン）報告  

古関公子（東洋英和女学院大学） 

齋藤智恵（帝京大学） 

15:45 - 17:15 

シンポジウム 

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  

モデレーター：相川真佐夫 （京都外国語短期大学） 

「日本の ALT制度についての概要」  

相川真佐夫（京都外国語短期大学） 

 

第 45回全国大会 京都外国語大学にて開催
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「理論的側面から見る日本の英語教育へのインパク

ト」 田嶋美砂子（茨城大学） 

「小学校英語教育の現場からの報告」 

長砂 健（京丹後市立島津小学校） 

「地方行政のポリシーと今後の課題」 

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） 

 

17:15 - 17:30 

閉会の辞： 

橋内 武（桃山学院大学） 

 

 

第 45回全国大会を振り返って 

大会実行委員長  

相川真佐夫（京都外国語短期大学） 

 

第 45 回日本「アジア英語」学会全国大会が、

2019 （令和元）年 12 月 7 日（土）、京都外国語

大学にて開催された。本学会の全国大会が京都外

国語大学のキャンパスにて開催されるのは５回目であ

る。今回は、一昨年前にできた新学舎での開催とな

った。大会は田嶋ティナ宏子先生の司会で始まり、京

都外国語大学の松田武学長と竹下裕子学会会長

の挨拶の後、 塩澤正先生（中部大学）による基調

講演が行われた。塩澤先生は「国際英語論」の教育

的意義を長きにわたって研究されておられ、理論から

実践への試みをご自身の授業実践を交えながらご講

話いただいた。午後は、原田慎一先生の司会で 4 

件の研究発表、竹下裕子先生の司会によるベトナ

ム・ホーチミンへのスタディツアーの報告、相川真佐

夫の司会によるシンポジウム「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」

という運びであった。そして、一日のレビューとも言える

閉会の挨拶は橋内武先生によって行われ、大会が

締めくくられた。基調講演、研究発表とシンポジウムの

レビューは本号を、スタディツアーについては前号のニ

ューズレターをご一読頂きたい。 

行楽期のピークは過ぎていたとは言え、紅葉シーズ

ンは最終の週末であった。ホテルなどの予約が取りに

くい状態であったかもしれない。それでも、多くの方々

にご参加頂いた。衷心より感謝申し上げたい。また、

お忙しい中快く講演を引き受けてくださった塩澤先生、

シンポジウムにご協力くださったシンポジストの先生方に

も、あらためてお礼申し上げる。そして、身内ではあるが、

立て看板の作成や施設提供など、快く準備下さった

大学関係者、さらに、お手伝いの 4 名の現旧相川

ゼミ生にも、この場を借りてお礼申し上げたい。 

本学会の実行委員長を務めさせて頂くのは初めて

ではないが、毎回、周りの方々に支えられている。あら

ためて「アットホームな学会」の雰囲気を感じたことを申

し添えたい。 

 
 

基調講演レビュー 

「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） 

 

相川真佐夫（京都外国語短期大学） 
 

「国際英語論」に賛意を表する者で、英語を教える

立場にあれば、誰もがその理念や理論を実践の場へ

と応用する可能性を探っているであろう。「英語」の持

つ国際性や多様性から生まれる言語観と、そこから

導かれる学習者モデルを説きながら、教室から一歩

外に飛び出した現実世界に学習者が備えられるよう

な言語観を育もうと実践を試みる。「理念は理解でき
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るが実際の教室では...」という批判に説得力ある実

践を用意しておかねばならない。本学会にはそのよう

な立場にある会員が多いのではないだろうか。第 45

回日本「アジア英語」学会全国大会では、そのような

「国際英語論」の教育的意義を長きにわたって研究

テーマとしておられる塩澤正先生（中部大学）を基調

講演者としてお招きし、お話しを伺う機会を得た。氏は

研究者であり実践家でもある。その研究成果は『「国

際英語」で変わる日本の英語教育』（くろしお出版）

や検定教科書『World Trek』（桐原書店）などに代

表される。 

 

基調講演：塩澤 正先生（中部大学教授） 

講演では、日本の英語教育の成果は、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、という文部科学省の

調査結果の提示から始まった。氏は、この惨状への

「救世主」となり得るのが、「国際英語論」の考え方に

基づいた英語教育ではないかと提案される。学習者

も教師も「自分の英語（My English）」を世界諸英語

(World Englishes)のひとつとして強く認識し、国際

的汎用性を基準に、学習者が目標言語を使いなが

ら Communicative Capability を高めていけば良い

という考えである。つまり、英語学習は  「“My 

current English ” か ら 、  “ My best possible 

English” にたどり着くまでの、“My English” の確

立過程」であり、実現可能な目標に向かい、自分の

英語を「使いながら学ぶ」過程であるとする。学習者

は “My English” を使いながら intelligible かどう

か を 確 認 し 、 調 整 と 適 応 を 重 ね な が ら 、

Communicative Capability を徐々に高めていくも

のなのである。英語の母語話者を規範とするのでは

ない。「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」と主張する。 

次に、このような理論を背景にした英語教育の授

業実践がどのようなものか。具体的かつ体系的な授

業への実践が充分になされておらず、効果や評価ま

でも含めて提示しなければ、広く受け入れられることは

難しいという課題に迫る。そこで、国際英語論的アプ

ローチの英語教育として、10 の到達目標と 20 の学

び方・教え方の基本を提示された（基調講演時のス

ライド 3枚分を参照）。 
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これらの考え方を基に、①違いを楽しむ態度を育て

る、②多様な英語に触れる、言語的寛容性を養う、

③通じる英語と通じない英語の識別する、を目指した

実践例が報告された（実践例については、紙面の関

係で割愛する）。 

効果については、海外留学の影響と合わせて、英

語変種に対する「寛容度」の調査が報告された。留

学経験のないグループで、国際英語論の知識も少

ない一般学生と知識がある大学１年生の寛容度を

比較すると、前者は英語の多様性への受容性は低く、

日本人英語は通じにくいと感じている。その割にはネイ

ティブの教師からの指導も望んでいない。一方、後者

の方は、英語の多様性を受容する。非英米変種を聞

き辛いとは思わず、アメリカ英語やイギリス英語をモデ

ルとすることもむしろ肯定的に見ない。しかしながら、

自分の日本人訛りの英語を恥ずかしいと感じたり、観

念的には国際英語論を理解しているものの、まだ自

分自身の英語に自信を持てない状態である、との結

果を得た。留学体験を持った学生については、留学

による多様な英語変種との接触は、日本人英語学

習者の英語観に一定の影響を与えると考えられるが、

変種への寛容性を無条件に引き上げるものではない

という。これらのことから、多様な英語への寛容性は、

海外に出ることが必要条件ではなく、日本の教室内

でも展開し得ると示唆される。 

また、氏は国際英語論の理論に応じた学習評価

の課題にも取り組

む。情報量、流暢

性、自然さ（自分らし

さ、日本人らしさ）、

調整力（ストラテジ

ー）、課題達成度か

ら Communicative 

Capabilityを見る汎用性重視の評価方法と、「正確

さ」「発音」「表現の複雑さ」などの言語スキル的側面

を見る観点別評価に、相関があるかどうかを分析する

と、「正確さ、発音、語彙や表現の豊かさ、流暢さ

（情報量）と汎用性は相関し、両方必要である」という

結論と考察に行き着いた。 

総じて、英語学習者の 7 割を占める「疑似初心者」

の英語は国際的に通じなさすぎであり、文法の過度な

不正確さは相手に過剰な努力を強いるものとして良く

ないものである。「下手を開き直ってはいけない」と、氏

は警鐘を鳴らす。My Current English （ often 

unintelligible ）を My better English （globally 

intelligible）に、そして、My best possible English 
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(educated) な も の へ と 移 動 し な が ら

Communicative Capability を高めていかなければ

ならない。しかしながら、まだまだ国際的汎用性の基

準まで至っていないというのが現状のようである。「国

際英語論」が、現状の英語教育への「救世主」にな

り得るというものは、My English の成長過程を支える

「心のよりどころ」と考えるべきもので、決して言い訳に

利用してはいけない、と解釈できるであろうか。 

今回のご講演を伺い、「国際英語論」の理論と、

教育への応用が整理され、評価をどうするかについ

てのアプローチの方法論を得た聴衆者もいたであろう。

この場を借りて、塩澤先生に感謝の意を表しつつ、こ

れを機に、是非、本学会会員と相互にこの研究課題

に取り組めたら、と願う次第である。 

 

 

研究発表レビュー 

日本英語：音声の特徴について 山口登志子（マラヤ大学） 

East Asian Attitudes towards L2-Accented English: A 

Comparison Based on a Unified Questionnaire  

渡辺宥泰（法政大学）、山口美知代（京都府立大学）、小

林めぐみ（成蹊大学） 

齋藤智恵（帝京大学） 

  

本大会では 4本の研究発表があり、セッションは山

口登志子先生（マラヤ大学）による「日本英語：音声

の特徴について」の発表からスタートした。まずここで

は前半の 2本について述べたい。 

山口先生はマレーシア在住の日本人 25名を対象

に実験を行い、その発話の母音と子音に関する特徴

を提示した。破裂音、摩擦音、破擦音において異音

が見つかったことを示した。具体的には because の

/b/が/p/と無声音化するが、このような無声音化の

特徴は日本語発話の際には見られない。 

桃山学院大学の橋内先生より、その異音の発生

の理由について質問があった。明確な理由は明らか

ではないが、無声音化により発話のエネルギーを軽

減し、発話しやすくしているのはないかという見解が述

べられた。また、愛知大学のギルナー先生の無声音

化の傾向について具体的な数値はあるのかという質

問に対しては、あくまで傾向があるということで具体的

な数値は示されなかった。また、広島大学の柴田先

生は assimilation などの音変化の影響を指摘し、

because の前にくる単語の影響を受け無声音化され

る可能性について言及したが、前出の傾向を日本英

語の音声の特徴とするには、この点を明らかにすべき

ではないかと感じた。 

次に、渡辺宥泰先生（法政大学）、山口美知代

先生（京都府立大学）、小林めぐみ先生（成蹊大学）

に よ る East Asian Attitudes towards L2-

Accented English: A Comparison Based on a 

Unified Questionnaire の研究発表では、言語態

度に関する東アジアの比較研究の結果が示された。

東京、西安、ソウルで計 319 名の大学生に実施した

アンケート調査で、中国語訛りの英語、日本語訛りの

英語、韓国語訛りの英語、フィリピンの英語、そしてヨ

ーロッパアクセントの英語の 5 つのバラエティを対象と

し、それぞれの英語に対して「親しみを感じる」「心地よく

響く」「英語能力が高そう」「知性・教養が高そう」「高

所得者のイメージ」の 5 項目についてリッカート尺度を

用いて評価した。 

結果の概要を述べると、日本人大学生は、「親し

みを感じる」の項目以外では日本語訛りの英語を最も

低く評価しており、中国人大学生は自らの訛りに対し

て自信を持っているとともに、日本語訛りの英語に対し

ての評価が低いことがわかった。一方、アジアの英語

に対する韓国人大学生の評価は、韓国語訛り、フィリ

ピン訛り、、中国語訛り、日本語訛りの順であった。 

中国、韓国の大学生が自己の英語を高く評価して
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いることとは対照的に、日本人大学生は自らの英語

に対して厳しく評価していることがわかった。立教女学

院短期大学の原田先生より、日本人大学生の自己

卑下について質問があった。渡辺先生から、タイ人を

対象とした同様の先行研究でも自らの英語は高く評

価されており、日本人の言語態度が例外的と考えら

れるとの回答があった。高い能力を持っていても満足

しない日本人独特の感性と、日本における英語の役

割が限定的であることも理由として言及された。この発

表は、東アジアで訛りのある英語が互いにどう評価さ

れているのかを明らかにするとともに、フィリピンにおい

ては英語が公用語のひとつであることなど、 評価に

はそれぞれの国における英語のステイタスや、国際関

係など様々な要因が絡みあって表れるという興味深

い内容であった。 

 

家庭言語の新たな選択肢としての英語：多言語国家ブー

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） 

Japanese College Students’ Pragmalinguistic and 

Sociopragmatic Knowledge of Writing E-mail Requests 

in English  

柴田美紀（広島大学） 

橋内 武（桃山学院大学） 

 

後半 2 本について、佐藤美奈子氏の「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」 から述べる。多

言語社会ブータン王国では、社会構造の変化による

学校社会化が進みつつある。発表者は中央ブータ

ンの知識人家庭に入り、その家庭言語状況を言語

社会化論（Ochs, E. and Schieffelin, B.B., 2012）の

観点から調査研究を行った。ブムタンとトンサでの家

庭環境因子が家庭言語に対する意識、実践にいか

に作用するかに注目し、世代間格差を明らかにした。

その結果、教師家庭においては親が意識的に英語を

新たな家庭言語選択肢として導入する一方で、一般

家庭では子どもが学校で学んだ英語を家庭内に持ち

込む主体者となることが判明した。現地調査に基づく

秀作であると思う。 

柴田美紀氏の “Japanese College Students’ 

Pragmalinguistic and Sociopragmatic 

Knowledge of Writing E-mail Requests in 

English” はELFにより、日本の大学生が e-mailで

依頼状を書く場合に、教授宛か友人宛かという受信

者の相違による文章構造の変異を調査で明らかにし

たものである。傾向としては、①書き出しの Dear は、

友人宛では教授宛より 2 倍多い、②教授に対して、

Professor や Prof.よりも Ms./Mrs.を選択しがち、③

挨拶を略し、直ちに用件や背景説明を開始、④I 

want to, I would like to , May I や pleaseなどの

書き手本位の表現を使用、⑤受け手本位の表現が

希有、がある。これらの点は依頼状の基準から逸脱し

ており、語用論的観点からの英作文指導が要請され

るという発表者の結論は示唆に富んでいると感じた。 

 

 

 

シンポジウム概要 
 

藤原康弘（名城大学） 

 

 第 45 回の全国大会のシンポジウムは、「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」をテーマとして行われた。発表者はモデ

レーターも務められた相川真佐夫氏（京都外国語短

期大学）と、田嶋美砂子氏（茨城大学）、大槻裕代

氏（京都府総合教育センター）、長砂健氏（京丹後

市立島津小学校）の 4 名である。そして、質疑応答

時のディスカッサントを報告者が務めた。本報告では、
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簡潔に本シンポジウムの内容を振り返りたい。 

まず相川氏は日本の ALT 制度の概要をまとめた

上で、このシンポジウムの趣旨を述べられた。「外国

語指導助手」（ALT: Assistant Language Teacher）

は、1987 年に開始された「JET プログラム」を通じて、

各学校への派遣が始まった。そのプログラムの ALT

は、今でもいわゆる「ネイティブ」が大多数を占めている

ものの、近年はフィリピンやシンガポール等のいわゆる

ESL圏（English as a second language）出身者の

存在感が高まりつつある。JETプログラム以外で雇用

される ALT も考慮すると、ESL 圏出身の ALT は決

して珍しくない。国際英語論の観点から、彼らが日本

の英語教育に与えるインパクトについて議論する価値

があることを示された。 

 次に田嶋氏は、ESL

圏出身の ALT が日本

の英語教育へ与える影

響を理論的側面から考

察された。まず「ネイティブ

ネス」に関する研究を歴

史 的 に 概 観 さ れ 、

World Englishes の影

響を受けた研究ではノン・ネイティブ教師のエンパワメ

ントが図られたこと、学習者がモデルとすべき脱ネイテ

ィブ英語の模索が始まったことが紹介された。また近

年では「ネイティブ」や「ノン・ネイティブ」の一括り化や二

項対立化に伴う短絡的な議論が批判されていること、

新英語モデルの模索もエリート主義的側面があり、い

わゆる社会階層の再構築に過ぎないという批判があ

ることが指摘された。そのような現状をふまえて、より柔

軟で流動的なスタンスをとる幾つかの研究事例に言

及された。 

 最後に大槻氏・長砂氏は共同で、小学校英語教

育の現場を中心に京都府の現状と課題について話

された。両氏はまず小学校での英語教育の概要を示

さ れ た 後 、

ALTの役割に

ついてふれら

れた。2019 年

度、京都には

JET プログラム

によるフィリピン

出身の ALT が 2 名おり、小学校現場の声はおおむ

ね肯定的である。「英語が分かりにくい」、「アメリカ人

ではない」などの想定される否定的な意見もなく、むし

ろ多様性を示す良い機会という肯定的な評価が多

い。小学校では、英語に不慣れな担任教諭も多く、

言語活動の充実のためには ALT の存在は不可欠

であるとの認識が示された。 

質疑応答時にディスカッサントである報告者は、ま

ず英語の「ネイティブ」や ESL 圏出身などの人の「出

身」で英語教師の資質を議論するのではなく、適正な

知識、技能、意欲の有無を示す大学の学位や語学

教師の資格等で判別すべきではないか、と問題提

起した。その観点からいえば、日本の ALT はアメリカ

出身であれ、フィリピン出身であれ、言語教育プロパ

ーではないものが多すぎる。そして論点として、1）ネイテ

ィブ、ノン・ネイティブやアメリカ人、フィリピン人、日本人

など、あらゆるカテゴリー化には単純化と対立化が伴

う危険性があるが、議論を進める手立てとして、我々

はカテゴリー化そのものを避けることができるのか、また

2）トレーニングの不十分な学級担任と無資格な ALT

が指導に従事せざるを得ない小学校英語について

期待できるのかの 2点を挙げた。 

質問の 1）に関して、田嶋氏は下記のように回答し

た。意識的・無意識的にかかわらず、人や物事をカ

テゴリー化してしまう人間の性分を克服することは難し

いかもしれない。しかし、少なくとも、既存のさまざまなラ

ベルを無批判に利用するのではなく、それらを常に問

題視していく姿勢は重要であるように思われる。また、
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ジェンダー研究におけるクィア理論が示すように、スティ

グマ化された名称を自ら意図的・戦略的に用いること

により、権力構造に揺さぶりをかけるという手法もあるこ

とを共有しておきたい。 

質問の 2）に関して、大槻氏は下記のように回答し

た。国及び、都道府県それぞれにおいて、小学校で

の英語の教科化にむけて様々な手立てがすすめられ

ているところであり、教職課程において教科教育（英

語）を履修する必要のなかった小学校教諭について

も徐々に状況は改善されつつある。そのような状況下

で、ALT が果たす役割については、ESL 圏出身者

であるなしにかかわらず、小学校での外国語教育（英

語）における、「話す」、「聞く」への慣れ親しみから「読

む」、「書く」活動への橋渡し、言語活動の充実、そし

て多様性を示す良

い機会という意味に

おいてもおおいにその

役割は期待できると

ころであり、今後ます

ますの活躍が見込

めると考える。これら

の回答をふまえた上で、フロアからも活発な質問やコ

メントが寄せられた。 

本シンポジウムでは、多種多様な背景をもつ先生

方が席を共にし、登壇者間のみならず、学会参加者

とも活発に意見を交わすことができた。このシンポジウ

ムの実現こそが「ESL 圏出身者の ALT が与えるイン

パクト」と言えるかもしれない。そしてこのような議論を手

短ながらも本紙に残すことで、目に留めていただいた

読者の間で議論が広まり、英語教育へよい「インパク

ト」を与える機会になればと切に願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画 Crazy Rich Asians 

 田嶋ティナ宏子 （聖マリアンナ医科大学） 

 

2018 年夏、Kevin Kwan が書いた Crazy Rich 

Asiansが映画化された。ハリウッド映画では、1993年

に公開された Joy Luck Club以来初めての全員アジ

ア人キャスト。撮影もほとんどがシンガポールとマレーシ

アで行われたので、アメリカ（特にアジア系アメリカ人）

やシンガポールでは大きな期待を招き、実際に公開

が早められ、アメリカでの興行収入は莫大なものとな

った。日本では「クレイジー・リッチ！」という邦題で公

開されたが、注目度は低く、単なるラブロマンス・コメ

ディー映画としてしか取り上げられなかった。ましてや、

シンガポールが舞台になっていることやシンガポール

英語については、ネット上でも話題になっていない。 

シンガポールでは、シンガポールを舞台にしているの

にも関わらず、起用された俳優はシンガポール人以外

の中国系が多く、東南アジア系の俳優、特にマレー

人やインド人が主要キャストとして起用されなかったた

め、批判の対象となった。主役のRachel Chu役は、

ABC (American-born Chinese) 、 Nicholas 

Young はマレーシアのイバン族と白人のハーフ。なん

のためにシンガポールを舞台にしたのかと批判が相次

いだ。しかし、この映画は、もともと著者の  Kevin 

Kwan が見てきた世界なので、それを理解していれば

「当たり前」だと思われる。 

Kevin Kwan はシンガポール人で、まさに crazy 

rich な家庭に生まれた。曽祖父は、シンガポール最

古 の 銀 行 、 Oversea-Chinese Banking 

Corporation (OCBC)の創始者で、初代頭取。祖

父は、Sir の称号を持つシンガポール初の眼科医で、

アジア英語紀行 
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Kevinはシンガポールにいた時は富裕層の子どもたち

が通う Anglo-Chinese Schoolに通った。11歳の時

に兄弟と共にテキサスに行き、大学を卒業した後はニ

ューヨークで生活している。著書には、Crazy Rich 

Asians のほかに２冊あるが、どれもベストセラーになっ

ている。 

Kwan は、テレビインタビューで  “I CAN speak 

Singlish, but I’m so used to hearing and 

speaking other varieties of English, so my 

English is more geared to American English.” 

と述べている。映画化されることが決定した際、映画

監督 Jon Chu（台湾系アメリカ人）は「舞台がシンガ

ポールだからと言って、キャストが Singlish を話す必

要はない」としたため、シンガポール人俳優たちも

Singlish を積極的に使わなかった。シンガポール人コ

メディアンの Selena Tan は、“I actually wanted to 

speak more Singlish.” と後にコメントしているが、映

画の中では  British English に近い  Standard 

Singapore English を話している。 

1990 年代から高視聴率を獲得したテレビドラマ、

Under One Roof で母親役を演じた Koh Chieng 

Mun だけは、“I don’t think any director can 

control a comedic actor... Jon Chu just let me 

speak in my Singlish accent and his only 

request was to pronounce my 

mispronunciations clearly.”と新聞のインタビュー

に答えている (The New Paper, August 8, 2018)。実

際、映画の中で以下のようなセリフがあるが、台本に

は「標準英語」で書いてあったらしい。 

 

“Singapore so hot. Come inside to Air-con!” 

“Eat, eat! This is very simple food, lah.” 

“Wah! You going to Colin Khoo’s wedding, 

ah?” 

 

Singlishはシンガポール人の identity と言われて

いるので、映画の preview が YouTube にアップさ

れた直後に、 “You all say Crazy Rich Asians 

trailer not S’porean enough. Nah, this one give 

you lor.” と書いて Crazy Rich Asians Singlish 

version（2 分弱の preview の Singlish 吹き替え

版 ） を YouTube に ア ッ プ し た

（https://www.youtube.com/watch?v=LHNdL7wXa

qE）。これがかなり面白いので、少し紹介する（以下、

カンマは筆者が加筆）。 

 

We go journey to the East, want or not? 

Oh my God. East like China? – No, lah! I told you 

already. Singapore not in China! 

(How about us taking an adventure to the 

East? 

Like Queens? 

No. Singapore.) 

 

Is your family like loaded? – Aiya! So so only, lar! 

(Is your family like… rich? – Oh, we’re 

comfortable.) 

 

Wah wah! Your boyfriend is Nick Young, ah? 

People is like the biggest developer in Singapore, leh. 

Don’t play play! 

(Wait. The guy you’re dating is Nick Young? 

They are the biggest developers in all of 

Singapore.) 

 

She think you’re like banana. 

Outside yellow inside white white one! 

(She is just thinking that you’re like an 

unrefined banana. Yellow in the inside and 

white on the outside.) 

https://www.youtube.com/watch?v=LHNdL7wXaqE
https://www.youtube.com/watch?v=LHNdL7wXaqE
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前述のように、映画監督の Jon Chu は台湾系ア

メリカ人であるし、この映画はハリウッド映画として作っ

たもの。それと、実際、主要な役柄を演じた俳優で 

Singlish を知っていて理解したり話すことができたのは、

Nicholas Young 役の Henry Golding とその母親

役の Michelle Yeoh のみということもあり、映画の中

では Singlish は、ほとんど使われていない。 

 ただし、アメリカから来た主役の Rachel Chu とア

メリカ留学をしてシンガポールに戻ったという Rachel の

親友 Peik Len はアメリカ英語、それ以外の俳優はイ

ギリス英語に近い、いわゆる Standard English か

Standard Singapore English、あるいはイギリス留学

をしたことを強調してイギリス英語を話していたのは、大

変印象的だった。シンガポールの上流階級層は、イギ

リスに留学し、イギリス英語を話すというシンガポール

「文化」を見せたかったのだろう。 

 
https://www.barnesandnoble.com/w/crazy-rich-asians-kevin-kwan/ 

 この映画を観ていない方は、すでにDVD も出てい

るので、是非観ていただきたい。その後に前述の

YouTubeにある Singlish版をご覧いただくと、かなり

楽しめると思う。最近、シンガポールのテレビ番組でも 

Singlish を使っているドラマは少ない。それだけに、全

世界配給のハリウッド映画で少しでも Singlish が使

われたというのは大変興味深い。 

 

 

 

 

 

2019 年 12 月 7 日に京都外国語大学にて第 45

回全国大会が開催され、多くの方にご参加いただき

ました。本大会では、基調講演やシンポジウムに

JAFAE の外部から多くの研究者および教育者の先

生方にご協力いただきました。相川大会実行委員長

はじめ、ご登壇およびご参加いただきました皆様に心よ

り感謝申し上げます。本大会に合わせて開催された

会員総会では、各担当理事からの報告や会員への

お願いに加えて、次の４点について報告がありました。 

 

1. 【第 46回全国大会】 

次大会は 2020 年 6 月 21 日（日）に東洋英和

女学院大学大学院（〒106-8507 東京都港区六本

木 5-14-40）で開催いたします。多くの皆様のご参加を

お待ちしております。 

 

2. 【研究助成】 

総会開催時は、研究助成プログラム募集締切前

だったため、応募を呼びかけました。（3 件の応募があ

りました。） 

 

3. 【スタディツアー】 

2019 年 8 月に開催したベトナム、ホーチミンへのス

タディツアーには 7 名の参加がありました。今後のスタ

ディツアーに関しまして、会員の皆様のご希望およびご

提案を受け付けております。 

 その他、協議事項として、新たに名誉会員規定を

事務局だより 
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設ける旨提案があり、了承されました。理事会にて推

薦を受けた会員および元会員には事務局からメール

にてご連絡いたしますので、ご対応いただきますようお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

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

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、次期編集担当理事（新年度学会ウェブサイトで

http://www.jafae.org/board_member.htmlでご確認

ください）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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