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延期されていた第 46 回全国大会、オンライン開催へ！
2021 年 1 月 24 日（日）＊詳細はウェブ掲示板をお待ちください。
本来ならば、夏の全国大会を終え、その様子
をお伝えするのですが…ご承知のようにコロ
ナ禍のため、全国大会は延期となりました。そ
こで、今年度はニューズレターの回数を少しで
も増やし会員の皆様との情報共有の場を確保
したいと思います。

No.52 もくじ
アジア英語紀行
Preserve our mother tongue
田嶋ティナ宏子（聖マリアンナ医科大学）
私の研究
多国籍企業の言語政策と ELF 研究について
氏家(小澤)佐江子（拓殖大学）
ノンフォーマル教育と女性たち―ブータン
における成人識字学級
佐藤美奈子（京都大学）
私の授業
ELF-informed Presentation Evaluation Activity

Takuya Saeki
（Waseda University Senior High School）
書籍紹介

English as a Lingua Franca in Japan
James D'Angelo（中京大学）

EIL education for the Expanding Circle: A
Japanese model.
小田節子（金城学院大学）
英語教育のための国際英語論
‒ 英語の多様性と国際共通語の視点から
仲 潔（岐阜大学）

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 52 号

アジア英語紀行
Preserve our mother tongue
田嶋ティナ宏子（聖マリアンナ医科大学）
Malaysiakini (Malaysia Now という意味の
マレーシア語)をご存知だろうか？マレーシア
から毎日、英語、マレーシア語、華語、タミル
語で発信されているインターネットニュース
である。1999 年、政府に「検閲」されることな
く、自由な意見を書くという目的で始められた
サイトなので、政府の批判を含めて、マレーシ
アやシンガポールの人々の意見が読める嬉し
いサイトである。
このサイトに今年の 2 月 5 日に “Preserve
our mother tongue” というタイトルで記事が
アップされた。シンガポールではもちろん、マ
レーシアでも２言語政策が進められており、民
族語である “mother tongue”（母語）を学校で
学習するようになっている。しかし、マレーシ
アでは、英語の次にマレーシア語を学ばなけれ
ば就職が困難になることもあり、マレー系マレ
ーシア人以外の人たちは、
「母語」を理解できて
も話せない人が増えている。
シンガポールも 2 言語政策を続けてはいるも
のの、
「第一言語」である英語ができないことに
は進学も就職も困難なため、Mother Tongue
Syllabus B という、読み書きは初歩レベルでも、
聞いて、ある程度話せるレベルまで母語ができ
ればいいというカリキュラムができている。

1

JAFAE Newsletter
Singlish や Manglish に関しては多くの本や
論文があるのでご存知だろうが、この 2 つに共
通 し て い る の は 、 も と も と 両 国 で street
language と言われていた Hokkien （福建語）
が英語に多く含まれていることである。シンガ
ポールでは、Speak Mandarin Campaign 以来、
華語方言を話さない、あるいは話せない人たち
が多くなってきている。それを嘆いて、2013 年
あたりから、シンガポールのケーブルテレビで
「你是福建人吗？」という番組が始まった。英
語のタイトルは、“Are you Hokkien?” で、福建
語を母語とする 50 代のシンガポール人と、そ
の福建語に極めて近い閩南語（台湾語）をたど
たどしく話す 20 代の台湾人が MC を務めてい
る。シンガポールやマレーシアのさまざまなと
ころに行って、福建人を探し、福建の文化や習
慣を華語や英語を織り交ぜながら情報提供す
る番組である。
この番組の面白いところは、シンガポールや
マレーシアの華人に「你是福建人吗？」（あな
たは福建人ですか？）と聞くと、「はい、そう
です。でも、福建語は少ししかできません。聴
くのはそこそこ分かるけど、話せない」という
若者が多いことだ。質問は福建語で聞かれても、
華語で返す人が多い。たまに英語で返答する若
者もいる。反対に 50 代以上の人たちは、「も
ちろんだよ。私の祖父は福建の XX の出身なん
だ」と福建語で家族の歴史を話す人が多いこと
である。
最も興味深かったのは、マレーシアの
Melaka （マラッカ）にこの 2 人の MC が行っ
た時のことである。シンガポールの歴史を紐解
くと、必ず Baba と Nyonya ということばが出
てくる。19 世紀後半までに中華系移民男性がマ
レーシアの現地女性と結婚して生まれてきた
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混 血 の 男 の 子 を Baba （ バ バ ） 、 女 の 子 を
Nyonya（ニョニャ）と呼んだ。そして、彼らを
総称して、Peranakan （ぺラナカンあるいはプ
ラナカン、マレー語で「ここで生まれた」とい
う意味）と呼ぶ。彼らの特徴は、父方の中華系
祖先の儒教的精神を受け継いで、言語や食べも
の、服装は母方のマレー系祖先からの影響を受
けている。ペラナカン一世の多くは、中国との
貿易で巨万の富を得、マラッカ（マレーシア南
部でシンガポールに近い）に豪邸を建て、その
後シンガポールにもビジネスを広げたり、ある
いは移住したりした。現在でも、シンガポール
の中心地から東に 5km ほど行ったところにあ
る Katong は、ぺラナカンが多く住んでいる。
ぺラナカンは、父親が華語と中国語方言、母
親がマレー語を話して育ってきたので、二世
（現在 50 代以上）は華語、中国語方言、マレ
ー語、英語を話すが、Baba Malay というマレ
ー語に中国語方言（主に福建語）をミックスし
た「新言語」を作り出した。三世（今の 10 代
〜20 代）は、Baba Malay と福建語は理解でき
るが、基本は英語を話す。
前述の「你是福建人吗？」をマラッカで収録
した番組では、50 代、60 代の人たち（マレー
シア・ぺラナカン）は、華語は聴いて理解でき
るものの、話すことはほとんどできず、反対に
福建語は母語レベルで話せた。シンガポール・
ぺラナカンは、Baba Malay と華語、英語を話
す。彼ら（シンガポールとマレーシアのぺラナ
カン）の話す英語にどういった特徴があるのか、
また差異はあるのかを調べてみるのも面白い
と思う。
さて、このエッセーのタイトル、“Preserve
our mother tongue”だが、昨年マレーシアとシ
ンガポールで始まった Netflix テレビドラマ、
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“The Ghost Bride”（邦題：「彼岸の花嫁」）の
批判である。このドラマの舞台は、1890 年代
のマラッカで、ぺラナカンの文化や習慣をうま
く映していて話題になっている。今までぺラナ
カンを取り上げるドラマや映画は、今回のドラ
マも含めて、華語でできている。たまにドラマ
のシーンの中で福建語や広東語を話すことは
あっても、基本は全員華語を話している。この
記事を書いた Sean Yeow Boon Soong による
と、1980 年から 2000 年にマレーシアのラジ
オテレビ局 Radio Televisyen Malaysia で放
映したドラマ、”Baba dan Nyonya”だけ出演者
が Baba Malay を話していたという。

て分かる程度だったりするので、上記のドラマ
には、英語と華語の字幕が付いている。そして、
このドラマの出演者は、シンガポールの若い世
代から年配までが知っているコメディアンな
ので、話が面白いこともあって視聴率が高くな
るというわけだ。どのドラマも主に福建語を使
ってはいるものの、ところどころに英語が入り、
それも Singlish なので面白い。華語も入ってく
る。しかし、そういった “mix mix (rojak)”が
シンガポールなのだと笑う。
それに反するように、政府は mother tongue
教育を強化した幼稚園教育を初めて、シンガポ
ールの公用語は英語、マレー語、華語、タミル

ぺラナカン の「母語」は華語ではない。福建
語、あるいは、福建省や中国南部地方で話され
ている潮州語、福州語などである。英語はあと
から入ってきた言語で、彼らにしてみると「外
国語」なのだ。ただ、若い世代は、英語を第一
言語として学校教育を受けているため、英語が
最も強くなっているとされているが、実は
Singlish や Manglish を話している時が最も心
地いいのだろう。

語だと強調している。このアンバランスさが、
これからどのようにシンガポール英語に影響
してくるのか楽しみである。

母語を残す、つまりもっと福建語を話そうと
いう動きは、シンガポールでも 2013 年ごろか
ら起きていて、テレビでも「欢喜就好」(Happy
Can Already) や「吃饱没?」(Eat Already?)と
いった sitcom comedy が放映され、高視聴率
を上げた。もともとこれらのドラマは「高齢の
福建語を話すシンガポール人のための娯楽」と
して作られたとされているが、実際には「最も
多い福建人の母語を若い世代に忘れさせない
ようにしよう」というメッセージが含まれてい
るようだ。
シンガポールでは、若い華人が漢字の読み書
きが不得意な人が多い。それに、福建語も聞い
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 52 号

参考：
https://www.malaysiakini.com/letters/509617

私の研究
多国籍企業の言語政策と ELF 研究について
氏家(小澤)佐江子（拓殖大学）
私は、多国籍企業の言語問題や、社内英語公
用語化の影響について研究している。
社内で英語を共通語ないしは公用語にした
企業もあるが、それによって、多国籍企業のコ
ミュニケーション問題を完全に解決できるわ
けではない。文化的かつ言語的バックグラウン
ドの異なる従業員間でのコミュニケーション
の困難が、多くのビジネス上の問題を引き起こ
しているという研究結果もある。
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社内で英語を公用語化したことにより、多文
化・多言語の従業員のコミュニケーションが改
善し、一体感が生まれたという報告がある一方
で、欧州企業における調査では、英語非ネイテ
ィブ従業員が、英語能力のレベルにかかわらず、
社内における自分の地位や立場が低くなった
と感じているという。
ドイツの自動車メーカーの多国籍チームを
対象とした研究では、言葉がうまく通じないこ
図
とが信頼形成にネガティブな影響があること
を検証し、信頼形成について言語の面からの調
査研究の必要性を強調している。
国際ビジネスの現場で非ネイティブ話者の
ノンフォーマル教育と女性たち―ブータン
言語能力が評価プロセスに影響し、組織内の立
における成人識字学級
場や力関係が変化するかについて調査した研
佐藤美奈子（京都大学）
究では、多言語環境での英語共通語化政策が、
必ずしも組織をまとめる効果があるとは限ら
ブータンにおける学校教育の導入から 60 年、
ないとし、様々な種類の英語（World Englishes） 現在、初等教育の就学率は 90%に達した(PPD
の存在を認識し、その使用を許容すべきである
MoE 2018)。一方、現在 30 代後半から 50 代の
としている。
農村部の女性のなかには教育経験がない人も
内円・外円・拡大円の英語話者間のコミュニ
多い。本研究では、地方農村部（トンサとブム
ケーションに重要な役割を果たしているのは、 タン）と首都ティンプーのノンフォーマル教育
国際共通語としての英語（ELF）である。
学級を訪問し、その現状を調査した。
日本企業でも多文化多言語の従業員が増加
ブータンのノンフォーマル教育は、1992 年
している。海外から日本企業に就職してくる若
に「成人およびノンフォーマル教育」として第
者の中には、日本社会や文化、日本的経営に興
7 次五ヵ年計画に盛り込まれた。導入の背景に
味関心を持っている人も多いと思われる。彼ら
は、1990 年「万人のための教育世界会議」、1992
の多くは英語を母語としない ELF 話者である。 年の地球サミット等、国際的な目標を受け入れ
企業は言語や文化に関する方針を明確化す
る姿勢を示すことで国際的な評価や資金援助
る必要がある。そして、グローバルなビジネス
を得ようとする政府の意図や当時、ナショナリ
環境で使われる英語は、国際共通語としての英
ズムを前面化した強硬政策により多くのネパ
語（ELF）だという認識に基づいて、社内言語政
ール人難民を出したことによる国際的な批判
策を確立することが求められる。
を回避する狙いがあったといわれている（宮本
2007）。また、当時、初等教育の就学率が半数
を超えたものの留年率 33％、中退率 29％とい
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 52 号
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う状態であり、
「成人教育」は、現実には小学校
中退者に対する再教育プログラムとの抱き合
わせであった。
現在、全国に 560 のセンターが設立され、男
女 6,017 人が在学している（PPDMoE 2018）。
主な学生層は 30 代後半から 40 代前半の女性
である。
ティンプー校の学生の多くは、ブータン南部
と東部の農村出身の国内移民である。地方で教
育を受けていない彼女たちは、基本的なゾンカ
語能力に不足している。そのためティンプー校
では、識字教育よりもゾンカ語の基本的な口語
能力の習得に重点が置かれ、移民の第二言語教
育の場となっている。
中央部の学校では、教科書でマツタケの栽培
や農薬の知識、さらに歯磨きや入浴等の生活習
慣が取り上げられ、識字教育と同時に近代的な
農法や生活習慣が指導されている。女性の自立
を支援するための洋裁技術の指導やワークシ
ョップの開催が農家に現金収入を得る道を拓
いている。
ノンフォーマル教育を受けた成果として両
地域の学生からは、ゾンカ語の口語や識字能力
に加え、人間関係の改善が挙げられた。ティン
プー校の移民学生にとって、ノンフォーマル教
育の教室そのものが移民同士の出会いの場と
なり、情報交換の場となっている。またゾンカ
語能力の向上が地域社会や職場での人間関係
改善を導き、
「ティンプー市民」としてのアイデ
ンティティを育んだ、という報告もあった。
地方学生からは、マツタケ栽培や洋裁技術を
通じて現金収入を得たことにより農家の嫁と
して家族内における立場が改善したこと、ワー
クショップを通じて女性同士や地域との関係
が築かれたことが評価されている。
「家」からの
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 52 号
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解放を語る女性もいた。
「文字」の学習を通し、
文字のある言語としてゾンカ語に誇りを感じ、
それが「ブータン人」としてのアイデンティテ
ィを導いていることも示唆された。
参考：
宮本万里 (2007)．
「現代ブータンにおけるネイ
ション 形成 文化・環境政策からみた自画
像のポリティクス」人文學報( 94), 77-100.
Policy and Planning Division, Ministry of
Education (PPDMoE)(2018) ． Annual

Education Statistics 2018, Policy and
Planning Division Ministry of Education
Royal Government of Bhutan. < http :
//www.education.gov.bt > (2019. 6. 10)．

私の授業
ELF-informed Presentation
Evaluation Activity
Takuya Saeki
（Waseda University Senior High School）
1. Context and Purpose

Waseda University Senior High School offers all
third-year students a course for preparing and
delivering a five-minute presentation in English.
At the beginning of the course, I gave them a 36item Likert scale questionnaire ranging from 1
(disagree) to 4 (agree) to understand their
attitudes toward giving a presentation in English.
5
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Among them was an item – “In an English

2.2 First listening: Evaluation based on an overall

presentation, we should aim at native-like

impression

pronunciation”. Three hundred and ninety six

Students were asked to listen to three kinds of

students answered the questionnaire, and 60

presentations, evaluate them from level 1 (poor)

percent of them chose either 3 or 4 on that item (1

to 5 (excellent) by their impression, and put them

(N = 34), 2 (N = 122), 3 (N = 173), 4 (N = 67)).

in order of excellence. Then, I encouraged them to

While ELF scholars have argued that the native-

share

speaker model of English learning is unnecessary

Interestingly, most students judged either A or B

and unrealistic, the result revealed more than

as the best, and they attributed their decisions to

half of the students felt the necessity to speak like

“good” pronunciation.

how

they

ranked

them

and

why.

a native speaker. The activity below was
incorporated

into

a

lesson

to

help

them

understand what counts in making a presentation
over native-likeness.

2.3 Second listening: Evaluation using a contentweighted scoring scale
In the second listening, the students evaluated
the presentations with a 5-point scale in terms of

Table 1. Current activity on a variation of ELF-

contents and organization, delivery (fluency and

informed pedagogy

volume),

and

language

(grammar

and

pronunciation). After they finished marking, I
showed a scoring scale below and asked them to
allocate the points to each component.
Table 2. Content-weighted scoring scale for
English presentations
2. Procedure

2.1 Preparation of listening materials
From past students’ presentations, I chose
three kinds that represented (A) lowly evaluated
with native-like pronunciation, (B) modestly
evaluated with native-like pronunciation, and (C)

3. Reflection

highly evaluated with L1-accented (Japanese)

When the students calculated the total scores

pronunciation. These presentation videos were

and ranked them accordingly, many of them

converted to audio so that individuals could not be

reported that it was not matched with the order

identified.

in the first listening. Then, I explained why
Presentation C should get the highest score

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 52 号
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despite his Japanese-accented pronunciation. In
the end, we made sure that what is of primary
importance in an English presentation is not how
we pronounce English but what we express in
English.

書籍紹介
EIL education for the Expanding Circle:
A Japanese model.
小田節子（金城学院大学）
日本「アジア英語」学会第３代会長（2012 年2014 年）をつとめた日野信行氏（大阪大学大
学院教授）が 1980 年代以来取り組んできた「国
際英語」(EIL) 教育論をまとめた単著である。

English as a Lingua Franca in Japan
James D'Angelo（中京大学）
本論集は English as a Lingua Franca (ELF)
分野に顕著な貢献を果たしきた村田久美子教
授の業績を称えることを目的として編集され
たものである。私は ELF の第一線で活躍する国
内外の研究者による 17 章にわたる論集の前書
きを執筆している。執筆者の多くが村田教授の
門下生であり、日本における ELF 分野の発展に
寄与している。

特に、日本をはじめとする Expanding Circle の
英語教育を対象としている。本書が世界で有数
の国際学術出版社である Routledge から出版
されたことは、この分野における日本人の研究
者による顕著な国際貢献として意義深い。この
たび、ハードカバー版と電子書籍版に加えてさ
らにペーパーバック版が出版され、入手しやす
くなった。Larry E. Smith 氏や Braj B. Kachru
氏からの影響とともに、日本「アジア英語」学
会初代会長本名信行氏の著作も随所で引用さ
れ、本名教授への著者の深い敬意が感じられる。

Palgrave Macmillan 社。2019 年 12 月 28 日刊
行。358 頁。14,214 円

Routledge 社。2018 年 3 月 23 日刊。184 頁。
16,880 円。

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 52 号
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事務局だより

英語教育のための国際英語論
– 英語の多様性と国際共通語の視点から

仲 潔（岐阜大学）
本学会理事の柴田美紀（広島大学）
・藤原康弘
（名城大学）と私（仲）による、英語教員志望
者向けの国際英語論。言語・英語・学習者など
「多様性」をキーワードに英語教育の可能性を
多角的に分析している。国際英語論を理解する
ための基本的な考え方から、最近の学術的動向
までを幅広くカバーし、平易な文体でまとめて
いる。また、教育実践への応用も提示しており、
小中高の教育現場やこれから英語教員を目指
す大学生にとっても適した１冊となっている。
大修館書店。2020 年 8 月 25 日刊行。197

暦の上ではすでに秋だというのに、まだまだ
酷暑が続いております。そして、コロナの数も
気温が上がると落ち着くと言われていたはず
ですが、全国的に第二波に苦しんでおります。
会員の皆さまはお元気でしょうか？
夏の全国大会も延期になり、コロナ禍で遠隔
授業が行われ、それに伴い、いつもより忙しい
夏になっている感じがいたします。例年、7 月
中にお届けしております紀要の発送も遅れて
おります。申し訳ございません。
是非この “stay home”推奨期間に、アジア英
語の情報をお届けしようと思っております。ニ
ューズレターで、会員の皆さまとコミュニケー
ションを図りたいと考えておりますので、是非、
紀行、エッセー、コメント、書評などをお寄せ
いただきたくお願いいたします。
4 月以降、所属、住所等に変更がございまし
たら、なるべく早めに事務局までお知らせいた
だきたくお願い申し上げます。9 月初旬に紀要
を発送予定です。もしも 9 月中旬までに届かな
い場合には、事務局までご連絡をお願いいたし
ます。
Please stay safe and healthy!

頁。2,640 円。
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世界中を襲ったコロナ禍は、現在まで衰える
様子がありません。本学会も、他の多くの学会
と同じく、全国大会を延期せざるを得なくなり
ました。少しでも早く収束に向かい、再び会員
の皆さまと「対面式」で議論し、研究成果を共
有できる日を心待ちにしております。
これまでとは異なり、全国大会の様子をお伝
えすることもできず、ニューズレターの刊行が
危ぶまれましたが、竹下会長はじめ理事の皆さ
まから、
「むしろ、例年以上に情報を発信しまし

代 表 者 ⽵下裕⼦（東洋英和⼥学院⼤学）

ょう」と励まされ、編集に携わっております。
現在、私たちは未曾有の危機にいますが、過酷
な植民地生活を経て、自らのアイデンティティ
の拠り所を確立したアジア諸英語のように、こ
の危機を乗り越え、本学会がますます発展する
ことを願ってやみません。
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、編集担当の仲（nakac@gifu-u.ac.jp）
までご連絡下さるようお願い申し上げます。

学会ウェブサイト：http://www.jafae.org
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