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第 48 回全国大会（オンライン開催）
2022 年 1 月 30 日に全国大会がオンラインに
て開催され、無事終了しました。ご参加いただい
た皆様にお礼申し上げます。

第 48 回 全国大会
総合司会: 川島 智幸 (群馬大学)
13:00-13:05 開会
大会実行委員長挨拶: 相川 真佐夫
(京都外国語大学)
会長挨拶: 竹下 裕子 (東洋英和女学院大学)
基調講演
13:05-14:20
“Is English an Asian Language?”
Andy KIRKPATRICK (Professor
Emeritus, Griffith University)
司会: 池 沙弥 (名城大学)
研究発表
司会: 藤原 康弘 (名城大学)
14:25-14:55
1. 日本の外国人受け入れ校で学ぶ複言語話者高
校生の言語意識とアイデンティティ形成
―「移動する」若者の言語社会化と英語の位相に
着目して―
佐藤 美奈子 (国立民族学博物館)
14:55-15:25
2. グローバルな競争力のための英語回帰 ―フ
ィリピンにおけるバイリンガルな国民を単一言
語化すること
鈴木 伸隆 (筑波大学)
15:25-15:55
3. Assessing EFL Classes in Japanese
Universities during the Covid 19 Pandemic
Pino CUTRONE (Nagasaki University)
Siewkee BEH (Osaka Ohtani University)
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16:00-16:30
4. Englishes are Acceptable, except Our Own?:
The Impact of Global Englishes Instruction on
Japanese College Students’ Attitudes towards
Diversity in English
SHIROZA Saran (Sophia University)
16:30-17:00
5. An Autobiography of a Japanese English
Teacher Team-teaching with a Filipino ALT
HIASA Ayako
(Graduate Student, Arizona State University)

17:05-17:10
閉会の辞: 吉川 寛 (中京大学)
会員総会

17:10-17:30
議長: 相川 真佐夫 (京都外国語大学)
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第 48 回全国大会
基調講演レビュー
柴田 美紀 (広島大学)
Is English an Asian Language?
Andy Kirkpatrick

Dr. Kirkpatrick gave a lecture entitled ‘Is
English an Asian Language?’, claiming that
English is a language of Asia as well as in
Asia. He developed his argument by
applying Kachru’s (1988) five functions of a
language: (i) as a vehicle of linguistic
communication across distinct linguistic
and cultural groups; (ii) as a nativized
medium for articulating local identities
within and across Asia; (iii) as one of the
Pan-Asian languages of creativity; (iv) as a
language that has developed its own
subvarieties indicating penetration at
various levels; (v) as a language that
continues to elicit a unique love-hate
relationship that, nevertheless, has not
seriously impeded its spread, function and
prestige.
First, he focused on functions (ii) and (iii).
Mentioning that there are more than 800
million English users in Asia, he illustrated
how they alternate English and their local
languages in a creative and flexible way. For
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example, Chinese users of English have
created new words by combining two
English words, such as Democrazy
(democracy + crazy) and Chinsumer
(Chinese + consumer). Such ‘Chinglish’
vocabulary reflects current Chinese society.
Also, ‘Chinglish’ speakers produce unique
English sentences that come from direct
translations of Chinese: ‘I will give you some
colour to see see’ means ‘I will teach you a
lesson.’ Another interesting linguistic
phenomenon is that Asian English speakers
often code-mix the local languages and
English within a sentence. Note that such
innovative
word
formation
and
intrasentential language alteration occur in
intragroup interactions. In other words, the
local varieties of English may not be
comprehensible unless you share the
linguacultural code as an ingroup member.
Language choice emerges from personal
identity. He introduced the Sri Lankan poet,
Lakdasa Wikkramasinha and the Chinese
writer, Ha Jin. Both write in their own
varieties of English, but not their native
languages. Despite it being a colonial
language, they choose English strategically
to reach out to the world, while disclosing
conflict
and
suffering
that
their
communities
and
themselves
have
experienced. Such conflicting language
choice illustrates function (v): love-hate
relationship. Taken together, the nativized
varieties of Asian English enact a collective
identity and a personal identity.
On the other hand, Asian English is a
lingua franca (ELF) in cross-cultural
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settings, which performs Kachru’s function
(i). Kirkpatrick introduced the Asian Corpus
of English (ACE) that collected one million
words in ELF utterances from various
contexts including business (e.g., Islamic
finance), casual exchanges (e.g., coffee as the
soul of Vietnam), and political issues (e.g.,
Thai-Burma border conflicts). The corpus
demonstrates that speakers of Asian
English employ a mutually understandable
variety
to
others
with
different
linguacultural backgrounds.
Turning to function (iv), Kirkpatrick
claimed that the penetration of English is
observed across social classes in Asia. More
and more highly educated people
manipulate two languages –English along
with their native languages. Since English
is pedagogically valued, English-medium
instruction (EMI) is adopted in higher
education in many Asian countries. In
addition, English is used at the grassroots
level: for instance, a Rickshaw puller and a
mango seller speak to customers with their
own Asian English for their business.
Moreover, English has permeated into
various domains such as religion and law in
Asian countries. For instance, Islamic
values are taught in English. Such
adaptation
implies
that
Muslims
deculturate Anglo-Saxon cultural values
from and acculturate Islamic values to their
English to let people around the world know
and understand more about Islam. He also
pointed out that many postcolonial nations
such as the Philippines and Bangladesh use
English in their legal systems. The laws are
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still codified in the colonial language (i.e.,
English) rather than a national (or
dominant) language.
By
presenting
unique
examples,
Kirkpatrick’s lecture successfully showed us
that English in Asia fully meets Kachru’s
five functions. To conclude, he claims that
‘English is here to stay as an Asian lingua
franca and as a language of Asia’ (Power
Point slide no. 44). More new Asian varieties
of English will be continuously created
within local cultures. Also, more Asian
literatures will be written in local varieties
of English, which should empower the
English of Asia. He closed his talk by leaving
us one critical question: What would it mean
to teach English as an Asian language? This
is very challenging for us to answer. In order
to approach his question, I thought that we
might need to shift our perception and
concepts of language from a traditional
monolithic (i.e., association of a language
with
nations
and
people)
to
a
poststructuralism view such as translingual
practice
(Canagarajah,
2013)
and
translanguaging (Li, 2018).
References
Canagarajah, S. (2013). Translingual
practice:
Global
Englishes
and
cosmopolitan relations. Routledge.
Kachru, B. B. (1998). English as an Asian
language. Links & Letters, 89-108.
Li, W. (2018). Translanguaging as a
practical theory of language. Applied
Linguistics,39(1),9-30.
https://doi.org/10.1093/applin/amx039
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み、使用された多様なソフトウェアやツールの種
類、教員の全体的なオンライン授業に対する高い
研究発表レビュー
満足度などが報告された。発表者も指摘するとお
り、他のアジア諸国との比較調査が期待される。
藤原 康弘 (名城大学)
研究発表は報告者の司会で、5 件の研究発表が
“Englishes are Acceptable, except Our Own?:
行われた。以下に各発表についてまとめる。
The Impact of Global Englishes Instruction on
まず「日本の外国人受け入れ校で学ぶ複言語話
Japanese College Students’ Attitudes towards
者高校生の言語意識とアイデンティティ形成 ―
Diversity in English” という題目で、Shiroza
「移動する」若者の言語社会化と英語の位相に着
Saran 氏は、自身の Global Englishes に関する
目して―」と題して、佐藤美奈子氏 (国立民族学
コースが履修者の英語の多様性に関する認識に
博物館) が発表された。本発表はネパール、フィ
どのような影響を与えるかについて発表した。コ
リピン、ブラジル等の外国につながりをもつ高校
ースの事前と事後に行われた質問紙調査の質的
3 年生 7 人に対するインタビューの結果を、
「継
かつ量的比較の結果、モノリンガルからマルチリ
承語 (第一言語)」
、
「現地語」(すなわち日本語)、 ンガルへの志向の変化、言語／英語の多様性の受
そして英語という 3 つの観点から考察を加えた
容傾向が明確に確認できたものの、“Japanese
ものである。彼らの各言語に対する複雑な認識と、 English”に対する否定的な見解は根強く見受け
その認識が与えるアイデンティティの表出につ
られた。
いての質的な分析結果が報告された。
最後に Hiasa Ayako 氏 An Autobiography of
次に「グローバルな競争力のための英語回帰： a Japanese English Teacher Team-teaching
フィリピンにおけるバイリンガルな国民を単一
with a Filipino ALT と題した発表で、日本の小
言語化すること」と題する発表で、鈴木伸隆氏
学校におけるフィリピン出身の ALT について論
(筑波大学) はフィリピンの言語教育政策を歴史
じた。フィリピン出身の ALT の中には、学校文
的、社会的な観点から論じた。比国では英語教育
法上、問題のある英語表現を使用するものがいる
の早期化、また英語の教育教授言語化は新自由主
(例：it’s more warmer today）
。発表者は、自身の
義的発想からその利点が広く信じられているが、 教育上の体験と研究上の理論をふまえ、フィリピ
実際には言語や社会における不平等を助長した
ン ALT とのより協力的なティーム・ティーチン
り、国民の学力向上を犠牲にしたりする負の側面
グのあり方を提案した。
があることを訴え、
「経済的資源としての英語と
今回の研究発表のセッションは、個人的な教育、
いうイデオロギーの罠」に警鐘を鳴らした。
および研究の興味と合致しているためか、盛んに
続いて Pino Curtrone (長崎大学) と Siekwee
行われる質疑応答をずっと聞いていたい気持ち
Beh (大阪大谷大学) の両氏は、“Assessing EFL
が働き、時間が押し気味になってしまった。ぜひ
論文の形で拝読したい。
Classes in Japanese Universities during the
Covid 19 Pandemic”と題した発表を行った。コロ
ナウィルスの影響で、突如オンライン化した英語
教育現場に焦点を当て、5 つの大学の 25 名の教
員を対象とした質問紙調査の結果を報告した。具
体的には、同期、非同期、そして混合的手法の好
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 56 号
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私の研究
多言語社会ブータンにおける「ことば」
―ことばで「伝える」ということ，
「わかる」と
いうこと―
佐藤 美奈子 (国立民族学博物館)

ブータン王国 (以下、ブータン) は、19 もの民
族語をもつ多言語社会である。しかしながら、ブ
ータン初の憲法『ブータン王国憲法 2008』でそ
の存在を認められる言語は、国語であるゾンカ語
(Dzongkha) のみ (第 1 条第 8 節: 「Dzongkha
is the National Language of Bhutan」)であり、
そのほかの「言語」への言及はどこにもない。政
府のそのほかの文書によると、単数形の「言語」
(language) と、その、複数形の方言 (dialects) と
いう位置づけのようである。ちなみに、南アジア
の隣国－インド、パキスタン、ネパール、バング
ラデシュ－は、
「多言語多民族国家」であることを
認めるところから憲法がはじまり、民族問題およ
び言語問題を解決するために歴代の憲法改革が
おこなわれてきた (Rathnayaka, 2008)。一方、
複数の言語も民族も「存在」しないブータンでは、
「そのような問題はない」
、ということになる。
では、一般の人びとはどのように考えているの
であろうか。わたしは、ブータンで初めて「言語
調査」の申請をした際、その「意味」をなかなか
理解してもらえなかった。多言語社会で「言語調
査の意味がわからない」という意味がわたしには
わからなかった。
「複数の言語をもつ人、家庭、社
会がどのように複数の言語を使い分けているの
か、使用の実態と意識を知りたい」と主張し、
「民
族運動をけしかける意図などない」
、と何度も念
を押した。ほぼ毎日の申請メール攻撃に対し、許
可されるまでに 9 か月かかった。
しかし、実際、現地に到着し、1 時間もしない
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うちに、
「意味がわからない」ことの意味がわかっ
た。到着してすぐに迎えてくれた政府の役人が、
たまたまかかってきた電話で話をしているのを
隣で聞いていた。電話を切った彼に、
「今何語で話
していたのか」と尋ねると、最初はヒンディ、途
中でゾンカ語となり、シャーショップカ語とな
り・・・よくわからないがネパール語も入ったか
も、といい、最後は英語だった、でしょう？とい
う。確かに…。相手によって、話題によって、た
またま使った単語によって、ふっとした気分で、
「言語」という区分を自由自在に行き来し、その
境界を超えたかどうかは本人たちも意識してい
ない。それがブータンの言語実態である。そもそ
も彼らのなかで「何言語」という区分は、ないに
等しい。最後に英語になったのは、
「あなたが隣で
聞いていたので今後のスケジュールを知らせよ
うと思って、で、英語にした」
、ということだった。
その通り、わたしは横で、彼の電話の英語を「盗
み聞きして」
、自分の明日以降のスケジュール情
報を得た。彼らにとって言語の使用は、複数の個
別言語の「切り替え」ではなく、混沌とした濃淡
のなかでのゆらゆらとした漂いのようなものな
のかもしれない。語彙的に、文法的にゾンカ語要
素が濃厚な流れから、ヒンディっぽい要素が濃厚
な流れへ、さらにシャーショップカ語っぽい要素
が濃厚な流れ、へと緩やかな濃淡の混沌のなかを
漂い、泳いでいるようなものなのかもしれなかっ
た。複数の言語は互いに浸潤し、溶けているので
ある。
ブータンにいると言語をめぐる自分の価値観
が根底から覆されるのを感じる。ブータンでは、
「
「あなたの言語」(第一言語、主に使う言語、家
庭言語、得意な言語・・・) は何ですか」という
質問は、ほぼ意味を成さない。第一言語だからと
いって、
「今」得意な言語とは限らず、得意な言語
だからといってその場で使うとも使えるとも限
らない、アイデンティティの基盤となる、という
5
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保証もない。そもそも「言語」という基盤に彼ら
は、自分のアイデンティティを「乗せて」いるの
だろうか。
「ある言語を話せる」ということの意味も、再考
を促される。高度な学問的情報を操る「高い」英
語能力をもつが身近な農作業のことは満足に語
れない、農作業や日常のことは民族語で話せるが
民族語には学問的語彙もなければ文字もない。ブ
ータン人の友人で、シェルパ族のある女性は、英
語で教育を受け、現在、大学講師としてすべての
職業生活を英語でこなす。一方、ティンプー (ブ
ータンの首都) で暮らす彼女は、ゾンカ語で市民
生活を送る。そのどの片鱗も、シェルパ語ではこ
なせない。語彙そのものがない。一方、幼い頃の
遊牧生活のことはシェルパ語でしか語れない。山
の暮らしを語る語彙は、ゾンカ語にも英語にもな
い。どの言語の能力が高いということではなく、
語彙の守備範囲が異なり、そこにまとわりつく
「自分」も異なる。日本語から英語、あるいはそ
の逆といった、翻訳語が存在する近代的なスーパ
ー言語同士の複言語話者とは根本的に状況が異
なるのである。
あるときブータン中央部の農村で一族の法事
に参加させていただいた。
「偉いお坊さん」がお説
教をし、僧侶のことばは「東のことば (シャーシ
ョップカ語)」であった。涙を流さんばかりに聞い
ているおばあさんだが、僧侶のことばはわかった
のだろうか。たずねると「大切なことを語ってく
ださったということがわかった」という。失礼を
承知で、僧侶に、
「村人の言葉でお説教をするべき
ではないのか」
、と尋ねた。
「大切なことはことば
では伝わらない、どの言語かということなどもっ
と意味を成さない」
、と、まったく相手にされず、
むしろ哀れな目を返された。
「ことば」
「ことば」
と、コミュニケーションツールとして全能のよう
にいうわたしに、たぶん僧侶は言いたかったのだ
ろう、
「あなたこそ 、何もわかっていない」と。
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 56 号
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ブータンの祭りは 、
「無言の仮面劇」で展開し、
音楽に歌詞はない。そして、祭りの「空気」のな
かにいると、大切なことがことばを超えて共有さ
れていることが、その村のどのことばもわからな
いわたしにも「わかった」
。
COVID-19 のなか、なかなかブータンに帰るこ
とができない。対面で語る機会が制限されるなか、
毎日、大量のメールが送られてくる。
「ことば」は、
送り手の声も匂いも空気もどんどん剝ぎ取られ、
「文字」となってコンピュータの画面に並ぶ。
「こ
とば」に乗せて何かを伝えようとし、
「ことば」に
何かを込めた気持ちでいるが、本当は何を伝えた
のか、相手は何をわかってくれたのだろうか。ブ
ータンは、ことばに溢れる多言語社会でありなが
ら、大切なことはことばを超えた何かで伝えてき
た社会である。
そのブータンも、学校教育導入後のこの 60 年
間で大きく変わりつつある。
「国民全員で使える
はじめてのことば」として期待されたゾンカ語で
あったが、ゾンカ語が共通語として普及するより
も早く、英語が実質的な公用語となりつつある。
そして、近代的な概念を学んだ若者たちのなかに
は、英語に対し「アイデンティティ」ということ
ばを用いる者もいる。この急速な変化は、社会言
語学的にも興味が尽きない貴重な資料となるは
ずである。その重要な時期に、
「言語調査」の機会
を奪った COVID-19 に対し、いちブータン研究
者として「恨み」を感じざるを得ない。
【言及文献】
Rathnayaka, B. M. Priyantha (2008)「多民族国
家スリランカにおける公用語政策と教育の
課題」
日本学習社会学会年報 4 巻 pp. 77-84．
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書籍紹介

南浦涼介・瀬尾匡輝・田嶋美砂子（訳）
『言語教
師教育論―境界なき時代の「知る・分析する・認
識する・為す・見る」教師』春風社。2022 年 2
月 28 日刊行。

本書は、インド出身の応用言語学者・TESOL
研究者である B. Kumaravadivelu が 2012 年に
出版した Language Teacher Education for a

Global Society: A Modular Model for Knowing,
Analyzing, Recognizing, Doing, and Seeing
(Routledge) を全訳したものである。さらに、ポ
ストメソッドを巡る Kumaravadivelu と D. M.
Bell の論争に関する補論、訳者らによる座談会も
収録されている。言語教師教育に従事している研
究者や小中高の現場で働く言語教師だけではな
く、これから教職を目指す大学生にとっても、有
益な 1 冊である。
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任期満了の理事より
理事選挙のご報告と退任に際して
会長 竹下裕子
この度、2022 年度から 23 年度までお働きいた
だく理事を選出するための選挙を実施いたしま
したので、この機会にご報告申し上げます。
理事選挙に関する細則第２条「選挙管理委員会」
選出手続きに関わる事務は、選挙管理委員会が行
う。選挙管理委員会は、そのつど理事長が任命し、
その事務所を学会事務局におく。これに則り、3
名の選挙管理委員 (田嶋ティナ宏子氏、古関公子
氏、トレント信子会員) を任命させていただき、
去る 3 月 11 日午後、事務局において開票作業を
お願いいたしました。結果はすぐに理事会にご報
告し、相川事務局長が速やかに当選者の就任意思
確認を行い、さらに必要が生じたため次点者らへ
の意思確認も加えて行い、4 月スタートとなる新
理事会発足の準備が整いました。
投票してくださった会員各位、選挙管理委員を
お引き受けくださった先生がた、開票後の事務作
業を担当した事務局、そしてもちろん、ご就任を
承諾してくださった当選者の皆様、大変に有難う
ございました。新理事には 4 月より、学会の中心
となって活動を率いてくださいますよう、よろし
くお願いいたします。
何人かのご当選者は、それぞれのご事情から、
ご就任を辞退なさいました。この方々には、引き
続き会員として学会を支えていただき、適宜、ご
助言やご協力をいただくことができますよう、今
後ともどうぞよろしくお願いいたします。
さて、この理事選挙に関する仕事が、私の今期
会長としての最後の仕事となりました。会則第６
条：
（役員）６．理事の任期は 1 期 2 年とし、連
続 5 期までとする。この決まりに則り、吉川寛理
事、仲潔理事と共に退任いたします。理事会に新
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しい風を入れるためのルールですが、5 期 10 年
は非常に長期です。４月より心機一転、ダイナミ
ックに動いていくであろう新理事会に大いに期
待させていただきます。
２期にわたり会長を務めましたが、これは
JAFAE が大きな課題を抱えていたことが理由で
した。何年もの間の小さな不備の蓄積が原因で、
学会の会計が不健全な状態にありました。事情は
ニューズレター第 48 号 (2018 年 10 月発行) で
説明させていただき、お詫び申し上げたとおりで
す。この問題を解消するために、会長職をお引き
受けしました。そして、時間とエネルギーを惜し
みなく注いでくださった理事各位のご尽力のお
陰で、不健全な部分をすべて取り除くことができ
ました。これ以上、私が会長を務める必要も、理
事をお受けする理由もなくなり、爽やかな気持ち
で退任させていただきます。これまでお世話にな
り、有難うございました。今後の学会のますます
の発展を願って止みません。

No.56 (March 2022)

すます本学会が発展しますよう、微力ながら貢献
していければと思います。

事務局だより

相川真佐夫 (京都外国語大学)
2022 年 1 月 30 日にオンラインで第 48 回全国
大会が開催され、多くの方にご参加頂きました。
オンラインでの開催が３回続きましたが、移動の
時間や交通費の負担がなくなり、海外からの参加
も可能で、参加しやすくなったことにそれなりの
メリットを感じております。その一方で、直接先
生方にお会いし、お話しできる機会がなくなった
ことに寂しい側面もあります。さて、以下４点に
ついて事務局よりご連絡申し上げます。
１．2022～2023 年度理事選挙について
会員の皆様方には投票をありがとうございま
した。この NL56 号にて、竹下裕子会長より報告
がございましたが、2022 年度からは新しい理事
の体制となります。新理事や各担当については、
年度明けにお知らせ致します。
退任に際しての振り返り
２．2022 年度研究助成について
仲 潔 (岐阜大学)
10 年ほど前、私が理事に選出されるとは思っ
定例の締め切り日 (12 月 20 日) までに応募者
ていませんでした。大学院生の頃、本学会で発表
がなく、2 月末を締め切りに再募集をいたしまし
する機会をいただいて以来、現在まで続けて来ら
たところ、２名の応募者がございました。厳正な
れたのは諸先輩方のご指導・ご鞭撻のおかげです。 る審査を行いましたが、その結果、今年度は「該
自分の小遣いも管理できなかったのに会計を担
当者無し」と判定しました。
ったり、催促されないと原稿をなかなか進められ
３． 第 49 回全国大会について
なかったのにニューズレターを担当したり、理事
第 49 回全国大会は、2022 年 7 月 31 日（日）
、
に就任してからも自身の成長の機会をいただき
Zoom によるオンラインでの開催となります。基
ました。きちんと理事の仕事を全うできたのか我
調講演者として、LOW Ee Ling 氏 (Nanyang
ながら疑わしいところですが、責任を持って務め
Technological University, Singapore) をお迎え
させてもらったとは自負しております。
いたします。プログラムは 5 月中旬頃にご案内す
コロナ禍におきましては、会員の皆様に原稿を
る予定です。ご期待ください。
お願いし、少しでも学会としての情報発信を心が
４．会員情報の変更について
けました。理事はもちろん、会員の皆様のおかげ
新年度、会員情報 (住所、連絡先など) が変更
で、無事任期を迎えることができました。今後ま
された方は、事務局までご連絡ください。
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 56 号
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ニューズレター編集担当より

No.56 (March 2022)

2022 年 3 ⽉ 31 ⽇発⾏
編集・発⾏ ⽇本「アジア英語」学会

無事、2021 年度 2 号目となるニューズレター
を刊行できました。会員の皆様のおかげです。あ
りがとうございます。
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、次期ニューズ
レター担当理事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）

代 表 者 ⽵下裕⼦（東洋英和⼥学院⼤学）
事務局⻑ 相川真佐夫（京都外国語⼤学）
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
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⼝座番号 00280-8-3239
他⾦融機関からの振込
ゆうちょ銀⾏ ⽀店 〇⼆九店（ゼロニキュウ）
⼝座 当座 ⼝座番号 0003239
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