JAFAE Newsletter
第 46 回全国大会

オンライン開催決定！

延期していた全国大会ですが、Zoom による
オンライン開催が以下の通り決定しています。
2021 年 1 月 24 日(日)13:00~17:15

参加申し込みは、1 月 7 日（木）までに学会ウ
ェブサイトよりお願いいたします。プログラム
などの詳細も同サイトにて確認できます。
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第 46 回全国大会 基調講演に
寄せて
竹下裕子（東洋英和女学院大学）
2020 年 6 月に予定していた第 46 回全国大
会の開催を新型コロナウイルスの感染拡大の
ために延期し、学会員間の情報交換や共に学ぶ
機会が失われたことを残念に思いながら、去る
8 月初旬に一般社団法人 グローバル・ビジネス
コミュニケション協会（GBCJ）の Zoom によ
る研究会のお知らせをメールにて差し上げま
した。ご参加くださった会員各位にはあらため
てお礼申し上げます。
この研究会の発表の演題は「フィリピン英語
への視点」、講師は亜細亜大学国際関係学部の
小張順弘先生、つまり来る 1 月に行われる本学
会全国大会の基調講演者でした。この企画を知
り、日本「アジア英語」学会の会員各位にもぜ
ひお聞きいただきたいと考え、お誘いを差し上
げたわけでした。
この時、小張先生のお話をお聞きになれなか
った会員のために、簡単に流れをご報告させて
いただきます。
１．多文化・他言語国家の「フィリピン英語」
（1）フィリピン略史 多言語社会
（2）「フィリピン英語」の成り立ち
（3）言語的・社会言語的特徴
（4）
「フィリピン英語」の社会・文化的機能の
変化
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２．
「フィリピン英語」の商品化 〜日比関係か
ら〜
（1）
「フィリピン ESL 産業」の発展
（２）英語が結ぶフィリピンと日本
（３）今後の展開
小張先生はこのご発表の最後に、日本ですで
に人気のフィリピン留学の認知度と普及度は
さらに上昇するであろうが、日本人用のパッケ
ージ化（つまり、安くて近くで日程が短い）と
ファミレス化（つまり、安くて早くておいしい）
が目立ち、フィリピン社会や文化が排除されて
いると指摘なさいました。消費者目線でフィリ
ピンの英語が利用されていて、フィリピン社会
や文化の学びが排除されていることを問題視
なさったというわけです。
日本「アジア英語」学会の会員は、フィリピ
ンの社会と文化の中で育まれたフィリピン英
語だからこそ、これに深い関心を抱くであろう
と信じて、来る 1 月 24 日、
「フィリピン英語と
日本の英語教育」と題した小張先生のご講演を
心より楽しみにさせていただきたいと思って
おります。

アジア英語紀行
WHO CARES?
相川真佐夫（京都外国語短期⼤学）
2020 年 3 月下旬、私は台湾に向けて出発す
る予定であった。年に４回は台湾に赴き、日本
での日常から解放され、英気を養うことにして
いるのだが、キャンセルせざるを得なくなった
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のである。まさしく新型コロナウイルス
COVID-19 が原因であるが、いち早く対策を講
じた台湾の出入国管理対策にも応じなければ
ならなかった。
日本では、台湾のコロナ対策の徹底ぶりを賞
賛する報道がよく見られる。４月中旬以降、こ
の原稿を書いている 12 月中旬までの間、海外
からの帰国者、入境者による陽性は報告されて
いるが、いわゆる市中感染はゼロを記録してい
る。日本では未だに収束が見えない一方、台湾
では、これまで海外旅行に飛び回っていた人々
が自国の魅力を再発見するかの如く、国内旅行
であちこちに飛び回り SNS では写真を投稿し
ている。マスクは必須アイテムだが、台北ドー
ム（台北小巨蛋）でのエンターテインメントの
公演や国民的スポーツである野球の観戦は通
常に行われ、世界の中で「安全地帯」となって
いるのである。
この背景に、蔡英文総統の下で、中央流行疫
情指揮センター指揮官であり衛生福利部長で
もある「鉄人大臣」と呼ばれる陳時中氏や「台
湾の天才デジタル大臣」と呼ばれる行政院政務
委員オードリー・タン（唐鳳）氏などのブレー
ンの方略がよく取り上げられる。その一方で、
台湾は逆境から這い上がらねばならない状態
にある。台湾は、世界保健機構の加盟国にはな
っていない。YouTube でも確認できるが、香港
公共放送局（RTHK）の報道者が、WHO の事務
局 長 補 で あ る エ イ ル ワ ー ド 氏 に “Will the
WHO reconsider Taiwan’s membership?” と質
問したところ、しばらくの沈黙の後、“I’m sorry.
I couldn’t hear your question.” と反応した。
報道者が質問を繰り返そうとしたところ、
“Let’s move to another one.” と話を変えよう
と試み、それでも食い下がる報道者に対し、エ
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イルワード氏はテレビ電話を一方的に遮断し
た。このような露骨な対応に、マスコミを通し
て“WHO CARES?” “WHO cares about Taiwan?”
と皮肉に満ちた英語表現が飛び交った。この表
現は以前から巷で言われていたが、WHO と
who をかけた表現自体は面白い。逆境の中でも、
今回の新型コロナ対策で成功している台湾は、
“Help for all. Taiwan can help.” キャンペーン
を展開し、世界への貢献を通して、さらに国際
社会におけるプレゼンスを高めようとしてい
る。
台湾内では問題なくとも、海外に容易に出ら
れるような状況にはなっていない。日本政府観
光局統計によると、2019 年には約 489 万人の
台湾人、すなわちのべ 5 人に１人が日本を訪れ
ている。私が台湾に行けないのと同様、日本に
来ることができない台湾人もストレスが溜ま
っている。早く、元通りの行き来ができるよう
になってほしいものである。

私の研究
「国際共通語としての英語」教育は、どのよう
に受け止められているか− 対外言語普及と「現
地主義」アプローチに向けて
仲潔（岐阜大学）
言語の普及に関する研究は、主に言語を普及
する側の国策という位置付けからなされてき
た。1883 年設立のアリアンス・フランセーズ、
英国のブリティッシュ・カウンシル（1934 年）、
ドイツのゲーテ・インスティトゥート（1932 設
立、45 年閉鎖、1952 年に再建）などである。
しかしながら、普及側の思惑が必ずしもそのま
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ま受け入れられるわけではない。そのため、対
外言語普及の実態を明らかにするには、政策を
施す側の視点に加え、現地における受容のあり
方−「現地主義」というアプローチも必要になる。
現地主義アプローチとは、
「『本国』の言語普及
の働きかけ以前に『現地』に元々備わる当該言
語の教育基盤、学習者の文化的嗜好、対外認識、
普及言語と現地語との親和性などに注目し、当
該言語の普及ならびに度合いを現地の文脈で
理解、解釈する取り組み」
（樋口 2021 予定、下
線は筆者）である。
「国策としての言語政策」という点では、広
義には言語教育政策も視野に入ってくる。周知
の通り、日本の英語教育政策は「国際共通語と
しての英語」という理念を取り入れた。多様な
英語を認め、それを推進する英語教育政策につ
いては、かつて Pennycook（1994）が懸念した
ように、英語の「本国」であるイギリスやアメ
リカ側により、
「英語支配」を助長してしまう危
うさがある点には留意すべきである。その上で、
国家の英語教育政策として「国際共通語として
の英語」へと舵を切ったことは事実であり、今
後の課題を明らかにしていく必要があろう。こ
のような国家的な取り組みが、
「現地」の先端で
ある教育現場にどのように受け止められ、実践
されるのかについて考察をしない限り、せっか
くの「国際共通語としての英語」という英語教
育政策も学習者たちに浸透せずに終わってし
まい、結果として従来の英語教育と大差のない
ものとなりかねない。そこで、
「現地」である教
育現場において、英語教師たちがどのように受
け止め、実践につなげようとしているのか（あ
るいは、つなげようとしていないのか）や、学
習者たちの「文化的嗜好」と英語との関係を考
察する必要が生じると考える。
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筆者は長年、教育学部において英語教員養成
に携わってきた。そのため、県内外において多
くの英語教員を輩出してきた。彼らの授業を観
察したり、インタビュー調査をすることで教育
現場の「本音」に迫ってみたい。2020 年度は
「コロナ禍」のため、現地での観察や英語教員
への聞き取り調査ともに不十分にしか行えて
いないが、ここではその一部を取り上げよう。
高校英語教師 A は、「国際共通語としての英
語」の理念に好意的であるが、授業に反映でき
るかどうかについては否定的である。その理由
は、
「入試で求められている英語力」と「生徒た
ちのネイティブ願望」に集約される。
前者は、語彙や文法、発音などの面における「正
しさ」を測定される入試問題への対応が、教育
現場には根強く残っているためであるという。
実際には、文法問題のようなものは激減し、英
文から何を読み取ったのか、あるいは何を考え
たのかを問うような問題が増えつつあるが、従
来通りの入試問題が残っていることも事実で
ある。A 先生に限らず、現時点でインタビュー
に応じてくれた英語教師のほとんどが、似たよ
うな意見を述べている。
また、A 先生によると、高校生たちの中には
「ネイティブのように話せるようになりたい」
という願望を持っている者が多いとのことで
ある。ここでいう「ネイティブ」とは、その多
くがアメリカの英語使用者であり、白人である
そうだ。アジアの英語圏に生まれ育った「英語
のネイティブ」はもちろん、イギリスでさえ念
頭にない場合があるとのことである。実際、筆
者が高校向けの「出前講義」で講演を行った際
に聴衆に「英語といえば、どこ？」といった趣
旨のアンケートをとると、80 人中わずか１人だ
けが「イギリス」と答え、その他のほぼ全員が
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「アメリカ」と答え、４人が「フィリピン」と
答えた。大学での講義においても同様のことを
尋ねたが、やはりほぼ全員が「アメリカ」であ
り、ごく少数が「イギリス」、そしてイギリスよ
りも「フィリピン」と答える者が多かった。
英語の「本国」たるイギリスが、高校生や大学
生たちにとって少数派になっていることは驚
きである。それほどまでに、アメリカの存在は
大きいのだろうか。同時に、
「フィリピン」と答
えた高校生・大学生たちのセンスにも興味を持
った。そこで、即興で「なんでフィリピン？」
と尋ねると、決まって次のように答えが返って
くる。「オンライン英会話の先生がフィリピン
だから。安いし」だ。そこには、英語の多様性
への尊重という「国際共通語としての英語」と
いう発想はない。
別の高校教師 B や中学校教師 C は、国際共通
語としての英語に好意的かつ、教育実践にも積
極的に取り入れようとしている。B 先生の勤務
校は進学校ではなく、そのため A 先生とは違っ
て「入試」を考えなくて済む。授業を活性化さ
せ、積極的に英語でコミュニケーションを図ろ
うとする姿勢を養う上で、国際共通語としての
英語の理念は貢献しているそうである。中学校
教師 C は、授業の中にコミュニケーション活動
を多く取り入れている。高校教師 B と同じく、
生徒たちに積極的にコミュニケーション活動
に参加させる上で、英語の発音や語法への寛容
な姿勢は役立つらしい。もちろん、両先生とも、
「標準英語」を基盤として授業を行なっている
が、発音や語法にこだわりすぎると、生徒たち
が萎縮してしまいコミュニケーション活動に
消極的になるという。
別の中学校教師 D の授業では、「わざとらし
く」英語を話している生徒がいた。休み時間に
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生徒に話を聞くと、アメリカからの帰国者であ
り、
「普通に」話すと同級生に聞き取ってもらえ
ないため、意図的にカタカナのように発音して
いるとのことであった。「英語の多様性への尊
重」という理念のもと、ある種の英語変種が不
当に評価されることは本末転倒である。「さま
ざまな英語」を支持する姿勢の中には、いわゆ
る標準英語へのリスペクトも含まれていなけ
ればならないはずである。もちろん、
「コミュニ
ケーションは歩み寄り」という視点からは、そ
の帰国生徒の「わざとらしい発音」は日本人学
習者への歩み寄りとも取れる。しかし、彼は相
互理解のためにすすんで「わざとらしく」発音
しているのではなく、自らのアイデンティティ
を否定するかのように、しぶしぶ周囲に合わせ
ているのが気がかりであった。
これら少ない事例から、いくつかの課題がみ
える。第１に、
「英語の多様性への尊重」という
理念とは無関係に、生徒たちは「安いから」と
いった理由で国際共通語としての英語を受け
入れている事実である。第２に、発音や語法へ
の寛容さという面によりコミュニケーション
への積極的な態度の育成が期待されている一
方で、英語変種間の平等意識を克服することや
「さまざまな英語」の担い手たちが背負ってき
た社会言語的歴史についての関心が喚起され
ていないことである。「国際共通語としての英
語」という理念が受け入れられ、それが実践さ
れるにはまだまだ課題はありそうだ。言語の対
外普及政策を根っこで支える言語教育の現場。
そこに埋もれた課題が、現地主義アプローチか
ら見えてくるのかもしれない。
（本論考の一部は、課題番号 20H01293 の助
成を受けている）
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言及文献
樋口謙一郎（2021 年 3 月予定）
「対外言語普及
と『現地主義』アプローチ」『なじまあ』
No.11(立教大学アジア地域研究所).
Pennycook, A. (1994) The Cultural Politics of
English as an International Language.
Longman.

書籍紹介

Toru

Okamura

(Komatsu

University)

&

Masumi Kai (University of Guam) (2020).

Indigenous
Language
Maintenance and Loss
Language Policies.

Acquisition,
and Current

岡村徹（公立小松大学）
世界の「危機言語」の紹介（Section 3 は、
マレーシア、インド、日本における「危機言語」
の紹介）。IGI Global, US 社。2020 年８月刊
行。15,000 円前後。
5

JAFAE Newsletter
オンライン教材の紹介
川島智幸（群馬大学）
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宮本節⼦（相模⼥⼦⼤学）
Understanding the English of Thai Visitors

―タイ⼈観光客への英語接遇
Listening Practice in Real English 堂々と英

語を話すための『本当の英語』リスニング
本学会理事の川島智幸（群⾺⼤学）が、⾼校
⽣や⼤学⽣に多様な英語の存在を知り、いろい
ろな英語なまりに親しんでもらうために制作
した無料のオンライン教材。2010 年から 2018
年の⼤学⼊試センター試験英語リスニングに
出題された 50 の過去問を、実際のテストで使
⽤されたオリジナル⾳声と、 10 か国出⾝のノ
ンネイティブスピー カーによる再現⾳声で解
くことができる。
（ 2020 年 11 ⽉ 公 開
https://realenglish.health.gunma-u.ac.jp/）

本学会会員の宮本節⼦・渡辺幸倫（相模⼥⼦⼤
学）による、ホスピタリティ産業従事者や観光
サービス業を⽬指す学⽣に向けたタイ英語の
無料オンライン聴解教材。⽇本⼈が話す英語と
タイ⼈が話す英語の違いに学習対象を限定し
た 19 の場⾯別聴解レッスンとタイ英語の特徴
の解説付き。
（ 2019 年 3 ⽉ 公 開
http://sagamienglishes.com/）

『本当の英語』で
センター試験の過去問にチャレンジしよう
センター試験リスニングテストの過去問を、実際のテストで使用さ
れたオリジナル音声と、10か国出身の英語のノンネイティブスピー
カーによる再現音声で解く、無料のインターネット教材です。
リスニング練習に活用してください。制作者 群馬大学 川島智幸

https://real-english.health.gunma-u.ac.jp

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 53 号
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紀要のインターネット公
開に関するお願い
学会では現在、
『アジア英語研究』に掲載され
た記事をインターネットの電子ジャーナル公
開システム（J-Stage）で公開する準備を進めて
います。公開にあたっては執筆者、著作権継承
者の皆様に、インターネット上で公開すること
をご了承いただく必要があります。創刊号から
第 22 号までの執筆者には、学会事務局より個
別に連絡を差し上げております。もし執筆者で
メールを受け取っていない方がいらっしゃい
ましたら、学会事務局までご連絡をお願いしま
す。
連絡先

jafaeoffice@gmail.com

事務局だより
コロナ禍で迎える初めての冬、皆様、お元気
でお過ごしであることを願っております。１２
月２０日で締め切りました本学会研究助成に
申し込みがありませんでした。アジア英語に関
する研究の振興のために会員の研究に資金援
助を行うプログラムです。もしご関心をお持ち
にもかかわらず締め切りまでに申し込みがで
きなかった会員がいらっしゃいましたら、事務
局にご相談ください。コロナウイルスの感染拡
大により、さまざまなことが変則的に進んでお
りますので、研究助成も再募集を検討いたしま
す。では、１月の全国大会でお目にかかるのを
楽しみにしております。
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ニューズレター編集担当より
本誌を編集中、いわゆる Go To の一時停止
が決まりました。コロナ感染者は減少すること
はなく、2020 年を終えようとしています。な
かなか「現地」に赴くことができず、研究活動
が思うように進まなかった 1 年だったかもしれ
ません。同時に、Zoom をはじめとしたオンラ
イン会議が飛躍的に普及した年でもありまし
た。今まで以上に、さまざまな地域がオンライ
ンで繋がり、そのことは「さまざまな英語」に
どのような影響を及ぼすのでしょうか。インタ
ーネットの普及による言語変化については、す
で に David Crystal に よ る Internet
Linguistics（Routledge）がありますが、刊行
された 2011 年とは異なる「英語の未来」が見
えてくるかもしれません。
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。
仲潔（岐阜大学）
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2020 年 12 ⽉ 22 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）
編 集 ⻑ 仲潔（岐⾩⼤学）
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 >>
Office:
c/o Professor Yuko TAKESHITA
Department of International Communication
Faculty of Social Sciences
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
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