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このたび日本「アジア英語」学会の会長を拝命いたしま

した大阪大学の日野でございます。この場を借りまして御

挨拶を申し上げます。「アジア英語」(Asian Englishes)と

いう学問分野の創始者として世界的に著名な初代会長

（現名誉会長）の本名信行先生、そして日本の英語教育

界を代表する重鎮であられる第２代会長の石田雅近先

生の後任を務めさせていただくことになり、まさに身の引き

締まる思いです。 

本学会も、おかげさまで、めでたく 15周年を迎えました。 

 

 

 

プログラム 

 

日時： 2012 年 7月 7日（土）  10:00－18:10   

場所： 京都外国語大学（京都市右京区西院笠目町６）  

 

大会総合司会：齋藤 智恵（国際医療福祉大学） 

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：    日野 信行（大阪大学） 

 

10:10－11:40  

基調講演： Managing Identity in Education – A 

World Englishes Perspective (in English) 

Ahmar Mahboob(University of Sydney) 

 

 

 

Ahmar Mahboob (The University of Sydney) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:20－16:55 

研究発表           

司会：仲 潔 （岐阜大学） 

The need for ESP-oriented curricula for 

non-English majors at Chinese universities: the 

case study of BUPT (in English)  

Shi Jie ( 電気通信大学 ) 、 Ma Jan (Beijing 

University of Posts and Telecommunications) 

 

To Do Things with Metaphors in the Paradigm of 

World Englishes (in English) 

加藤 雅之 (神戸大学) 

 

JAFAE Newsletter No.36 (November 2012)          

本名先生が早くから着目されていたアジア英語に関する

研 究 は 、 world Englshes (WE), English as an 

International Language (EIL), English as a Lingua 

Franca (ELF)などの概念の発展とともに、ますますの隆

盛を見るに至っており、本学会の創設に尽力された本名

先生の先見性にあらためて深い感動を覚えます。また、

本学会の活動としては、アジア英語の社会言語学的側

面の研究とともに、国際英語としてのアジア英語の理念

に基づく英語教育の研究も、今日の国際情勢に鑑み

て、大きな社会的貢献を期待できる分野であると考えて

おります。アジア英語の多様性に関する本学会の研究

は、さまざまな価値観を有する人々が平和に共存する多

文化共生社会の実現に寄与するものと確信いたします。 

7 月に京都外国語大学で開催した記念すべき    

第 30 回全国大会も、皆様の御協力のおかげで盛会の 

うちに終了し、まことに有難うございました。「学びの共同

体」としての JAFAE において、これからもアジア英語につ

いての学びを共有させていただくことを楽しみにしておりま

す。会長として、まことに微力ではございますが、理事会

や事務局の先生方、また会員の先生方の御指導と御

支援を仰ぎながら、本学会の発展のために尽くしたいと存

じます。なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

第 30回全国大会 京都外国語大学にて開催 

日野信行 日本「アジア英語」学会新会長就任のご挨拶 
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Any speaker of any English variety can 

understand this statement (in English) 

Leah Gilner (文京学院大学) 

 

A Study on China English in the Historical and 

Present Perspectives (in English) 

鄭 郁 (神戸大学大学院） 

 

『フォーエバー・フィーバー』のシンガポール英語  

(in Japanese) 

山口 美知代 (京都府立大学) 

 

日本政府が使う英語の可読性（readability）の問題― 

国際言語管理の視点から ― (in Japanese) 

松岡 昇（獨協大学） 

 

日本訛り? 韓国訛り? それとも中国訛り? 英語母語話者

の識別基準 (in Japanese) 

渡辺 宥泰 (法政大学) 

 

17:00－18:10  

シンポジウム Applying corpus analysis to the study 

of Asian Englishes (in English) 

Moderator :James D’Angelo (Chukyo University) 

 

Panelists:   

Japanese English as pedagogical creation 

Nobuyuki Hino (Osaka University) 

 

You can do it! Case study of a junior high school 

textbook for a local variety of English 

Judy Yoneoka  

(Kumamoto Gakuen University) 

 

Teaching to think in two languages: 

investigating a variant pedagogical procedure 

using bilingualism 

Matthew Varghese (Aoyama Gakuin University) 

 

Discussant: Ahmar Mahboob (The University 

of Sydney) 

 

18:10－18:10  

閉会の辞： 橋内 武 （桃山学院大学） 

18:30   

懇親会 

 

 

 

大会報告 

 

大会実行委員長 相川真佐夫 （京都外国語大学） 

 

 記念すべき第 30 回目の全国大会が京都外国語大学

（京都市）にて開催された。大会が年に２回開催されてい

ることから、日本「アジア英語」学会は 15 年の月日が流

れていることになる。日野信行先生が日本「アジア英語」

学会の第３代目の会長に就任されてから開催する初めて

の大会でもあり、このこともまた記念を意味するものとなっ

た。 

 大会は Ahmar Mahboob 氏（シドニー大学）による基調

講演  “Managing Identity in Education: A World 

Englishes Perspective”から始まった。内容はレビューに譲

るとして、world Englishesを教育からのアプローチにより論

考された内容は、日本の英語教育界にも資する点が多

いものであった。 

 午後のプログラムは個人発表とシンポジウムである。個

人発表は７件（英語５件、日本語２件）と、多数の採択で

あった。第１回大会以来、全てのプログラムを１部屋に納

めることを守ってきた本学会

では、参加者全員が全ての

発表を聴くことができる。

Mahboob氏もその点を評価

されていた。30 回大会に相

応しく、日本「アジア英語」

学会の設立当時からの会

員の発表もあれば、新会員の発表もあった。また、内容を

キーワードとして抽出すると、ESP、カリキュラム、メタファー、

world Englishes、コーパス、English variety、China 

English、Singaporean English、映画、英語の可読性

（readability）、国際言語管理、英語母語話者の識別基

準など、本学会がカバーするものが広範囲に渡ることを表

しているものであった。 

 プログラムの最後は“Balancing Language Variation 

and Normativity in ELT”と題したシンポジウムで締めくくら

れた。司会は James D’Angelo氏（中京大学）、パネリスト

は日野信行氏（大阪大学）、米岡ジュリ氏（熊本学園大

学）、Matthew Varghese氏（青山学院大学）であり、活発

な議論が交わされた。また、Mahboob 氏も討議に加わり、

多角的な方面から議論がなされた。 

 蒸し暑い初夏の京都も、大会が終わる頃には涼しい風

が吹いていた。四条通りを八坂神社に向かって進めば、

烏丸通りと交わるところから祇園祭りのお囃子の練習が耳

に入ってくる。そのような「古都・京都」を感じさせる時期の

大会であった。 
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基調講演レビュー 

 
James D’Angelo (Chukyo University) 

 

 
Dr. Ahmar Mahboob 

 

Keynote Lecture: Managing Identity in Education 

Dr. Ahmar Mahboob, U. of Sydney 

   After greetings and opening remarks, association 

President Nobuyuki Hino introduced the special guest 

speaker to commemorate JAFAE’s 15th anniversary, 

Ahmar Mahboob. Hino mentioned the prolific work 

of Mahboob, author of many articles, white papers 

and books and insightfully commented that his 

favorite among these was the book, “Appliable 

Lingusitics.” This is an apt comment, for Mahboob is 

in fact always concerned with solving real needs with 

linguistic solutions, rather than theorizing for its own 

sake.  

   Mahboob used this occasion to present his latest 

work on identity management in underdeveloped 

regions, drawing on the work of three of his doctoral 

students: representing Pakistan (where Mahboob was 

born, although raised in Dubai), The Philippines, and 

Sri Lanka. He presented a common assumption of 

ELT professionals: that “we make a difference in 

peoples’ lives,” and said, “my talk today is to 

challenge this!”  His main dilemma is, “are we 

really empowering our students by giving them 

access to the discourses that will help them succeed?”  

Before moving on to actual examples from English 

language textbooks in the three countries, Mahboob 

outlined his ‘work-in-progress’ model of language 

variation. For him, although the early work of Braj 

Kachru was rooted in his teacher Halliday’s 

functional grammar and did look at how 

semiotic/semantic ‘meaning’ was made in larger 

textual chunks, most of the following work on world 

Englishes unfortunately falls under the spell of 

variationist dialectology, and focuses on the language  

‘user’ rather than the ‘uses’ of language. Mahboob 

mentioned, as he has on other occasions, that the best 

example of this is the 2008 Mouton de Gruyter 

four-volume series (R. Mesthrie, ed.) on Varieties of 

English: that is exclusively concerned with minutiae 

of phonology, morphology and syntax, and rarely 

looks at larger discourse/semantic features. So for 

Mahboob, there is a large gap in WEs research: that it 

does not take semantics into account. 

  Mahboob’s new model of language variation 

attempts a broader approach. By using Cartesian 

planes mapped on typical x-axis/y-axis diagrams, he 

showed us three complementarities (boldface letters 

used in later acronyms): Local language versus 

Global language, Oral language versus Written, and a 

third diagonal axis with Everyday language versus 

Specialized language (for specific 

academic/professional fields). For Mahboob, the 

majority of work on world Englishes has only dealt 

with LSE: it is concerned with Local, Spoken 

language about Everyday topics.  Even work on ELF 

has changed the Local to Global interaction, but still 

looks almost entirely at Spoken/Everyday language. 

This may be interesting to show how English is 

nativized in different settings, but if this language is 

used in local public school textbooks, it is a 

disservice to our students and will not give access to 

the knowledge economy, and will not change the 

social status quo. What is needed is to shift the focus 

to the opposite side of each dichotomy, to have 

textbooks which teach GWS: Global, Written, 

Specialized language. Mahboob feels that Genre 

Studies and English for Specific Purposes (ESP) have 

done a better job of this, but also pointed out that no 

linguistic field of inquiry has addressed Specialized 

language that is Local, whether it be Spoken or 

Written.  

  Examples were provided from his doctoral students’ 

contexts. In Pakistan the English textbooks have 

photos of the Ka’aba in Mecca and speak 

honorifically of Shah Abdul Latif.  Islam is 

constantly positively appraised. English learning is 

used for political purposes to strengthen the Muslim 

identity of students. Similarly, in the Philippines, the 

story of social elite Tingting Cojuangco and her 

daughter China (Cheena) shows the girl’s 
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transformation from a bad girl who comes home late 

to a more obedient daughter. It also shows a semiotic 

message that “All women cry” which reinforces 

gender roles. Mahboob mentioned that in the 

staunchly Catholic Philippines, there is no concept of 

divorce, so textbooks tell of women who stand beside 

their men unfalteringly, in spite of their moral lapses. 

This is done to keep the populace from questioning or 

contesting the status quo. In Sri Lanka, the texts are 

written by the Sinhalese rather than Tamils. The 

message: learn to be soldiers and fight the Tamil.  

  Thus for Mahboob, all three contexts show English 

texts being used for political purposes of identity 

management, rather than the more objective/academic 

purpose of giving access to important knowledge. He 

stresses that this kind of important analysis cannot be 

done with the heretofore common WEs method of 

variationist description, which is the reason he is 

trying to develop a broader, more semiotic approach 

to variation. For teachers, the lesson to be drawn from 

this is that you will need to supplement official texts 

with additional materials which give more useful, 

global knowledge. As teachers we must conform in 

many ways, but also, we can take lessons from 

critical pedagogy to ‘contest’ or ‘problematize’ things 

which do disservice to our students’ future 

opportunities. Japan may be different from such 

underdeveloped contexts, but I think Mahboob can 

help remind us also of the importance of equipping 

our students for global, written, specialized language 

in addition to the more common spoken, everyday 

uses. 
 

 

第 30回記念大会概要 

 

石川慎一郎 （神戸大学） 
 

日本「アジア英語」学会の第３０回記念大会は，７月７

日，祇園祭で盛り上がる京都の京都外国語大学で開催

された。京都外国語大学ならびに同短期大学は，本学

会の大会会場として何度か使用しているところであるが，

古都にありながら，交通至便の地に美しいキャンパスを持

つ。充実したキャンパスを提供いただき，また，学生スタッ

フを含め，すばらしいサポートをしてくださった同大学・短期

大学部の関係者に心より御礼を申し上げる。 

大会では，はじめに，会場校である京都外国語大学の

松田武学長より開会の言葉をいただいた。学長は本大会

が京都で開催される意義を述べられ，また，学会への期

待を表明された。その後，日野信行会長より会長挨拶が

あった。 

 プログラムの午前の部は Ahmar Mahboob 氏（シドニー

大学）による基調講演“Managing Identity in Education 

–A World Englishes Perspective”であった（詳細は別記レ

ビュー参照）。記念大会の講演にふさわしい充実した内容

で，質疑も盛り上がり，若干予定の時間をオーバーして講

演が終わった。その後，会員総会となり，予算・決算の審

議や，規約の改正にかかる審議がなされ，すべて原案通

り承認された。 

 昼食をはさみ，午後は，仲 潔氏（岐阜大学）の司会の

もと，7 本の研究発表があった。第 1 発表は Shi Jie 氏 

(電気通信大学)および Ma Jan (Beijing University of 

Posts and Telecommunications)氏による“The need for 

ESP-oriented curricula for non-English majors at 

Chinese universities: the case study of BUPT”で，中国

における英語教育政策の変遷が紹介された後，とくに工

業系の大学における ESP の必要性が指摘された。第 2

発表は加藤 雅之氏 (神戸大学)による“To do things 

with metaphors in the paradigm of World Englishes”で，

WE を考える上での問題点や留意点に関する貴重な指

摘がなされた。第 3発表は Leah Gilner氏 (文京学院大

学 )による“Any speaker of any English variety can 

understand this statement”で，氏が継続して進めている

国際英語コーパスからの重要語抽出プロジェクトの成果

報告がなされた。第 4 発表は鄭 郁 氏(神戸大学大学

院）による“A study on China English in the historical 

and present perspectives”で，日中の大学生を対象にした

英語学習の意識調査結果などが紹介された。第 5 発表

は山口 美知代氏 (京都府立大学)による「『フォーエバ

ー・フィーバー』のシンガポール英語」で，映画を素材に

WE の問題を扱う具体的な可能性について紹介がなされ

た。第 6 発表は松岡 昇氏（獨協大学）による「日本政府

が使う英語の可読性（readability）の問題 ―国際言語

管理の視点から―」で，海外会議での首相らの日本語

講演の英語翻訳が言語的に難解であることなどが指摘さ

れた。第 7 発表は渡辺 宥泰氏 (法政大学)による「日本

訛り? 韓国訛り? それとも中国訛り? 英語母語話者の識

別基準」で，聴覚実験の手法を用いた精緻な分析研究

の結果が報告された。 

その後，17 時より，シンポジウム Balancing Language 

Variation and Normativity in ELT が開かれ，James 

D’Angelo 氏 (Chukyo University)の司会のもと，3 本の

報告がなされた。はじめに，Hino, Nobuyuki 氏 (Osaka 

University) が ， “Japanese English as pedagogical 

creation”のテーマで日本の大学英語教育における英語

の位相について報告した。ついで Judy Yoneoka 氏 
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(Kumamoto Gakuen University)が，“You can do it! 

Case study of a junior high school textbook for a local 

variety of English”のテーマで熊本における WE を意識し

た新しい中学生用英語教材開発プロジェクトの成果につ

いて述べた。最後に Matthew Varghese 氏 (Aoyama 

Gakuin University) が “Teaching to think in two 

languages: Investigating a variant pedagogical 

procedure using bilingualism”のテーマで大学における

英作文を中心とした授業実践の成果について述べられた。

その後，基調講演者である Ahmar Mahboob 氏(The 

University of Sydney)が各自の発表についてコメントを述

べ，質疑応答を経て，シンポジウムが終了した。 

最後に，橋内武氏 （桃山学院大学）による閉会の言

葉を受け，記念大会は盛会理に幕を閉じた。 

 

 

 

 

 

JAFAE Study Tourを終えて 

 

齋藤 智恵 （国際医療福祉大学） 

 

JAFAE の主催するスタディツアーには過去 2 回参加し

たことがあった。特にウラジオストックへのスタディツアーが

印象に残っている。JAFAE に入会して間もなく、参加され

る先生方も一方的にお名前を存じ上げているだけで面識

がなかった。初対面の先生方と訪れる初めてのロシア、そ

して現地での学会発表を控え、緊張して新潟空港に向か

ったことを鮮明に覚えている。実際には、その緊張が嘘 

のようにとても楽しく充実した時間を過ごすことができた。 

今回は、そのスタディツアーを企画する立場になり、今ま

で私が体験したような充実したツアーを提供できるのだろう

か、というプレッシャーに押しつぶされそうになった。企画をし

てはみたもののスタディツアー実施につなげることは容易で

はなかった。竹下先生にご相談すると、タイ、バンコクで開

催される ILAC International Conference 2012 をご紹介く

ださった。今年の 5 月に入ってから実際の準備を始めたた

め、非常に慌ただしく理事の先生方にはご迷惑をおかけし

た。また、会員の皆様にも十分な周知の時間を設けること

ができずに申し訳なかったと反省している。 

このスタディツアーは理事の先生方のご協力無しでは実

現することができなかった。特にチュラロンコーン大学への

依頼状をご執筆いただくなど日野会長には大変ご尽力い

ただいた。また、参加者募集においては追加募集など田

嶋事務局長にも大変お世話になった。私自身はタイに特

別なコネクションがなかったため、竹下先生には非常に 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

多くのご提案とアドバイスを頂戴した。実際の手続きや現

地での案内など竹下先生ご自身、ご家族、ご友人にご尽

力い た だ き 心か ら感謝 し て い る 。  ま た 、 ILAC 

International Conference 2012 参加にあたっては開催校

である Suan Dusit Rajabhat Universityの Prof. Sompoet 

Panawas には様々な面でご配慮いただいた。 

現地では私の不手際により参加された先生方にご迷惑

をお掛けする場面が多々あった。しかしながら、どんなアク

シデントも笑顔で切り抜けてくださった。ツアーのあらゆる場

面や状況を心から楽しんでいらっしゃる姿に何度も救われ

た。最後になったが、この度のスタディツアーを無事に終え

ることができたのは、ご参加いただいた先生方おひとりおひ

とりのご協力と笑顔のお陰に他ならない。ツアー実施前、

実施後の先生方とのメールでのやりとり、現地でご一緒さ

せていただいた時間、どれも私にとっては忘れられない  

思い出となった。 

今回のスタディツアーは下記の日程で実施された。 

 

8 月 20日（月） 

 

8 月 21日（火） 

 

 

 
 

 
 

8 月 22日（水） 

 

 

バンコク・スワンナプーム国際空港に集合 

 

チュラロンコーン大学の付属小学校と高校

の 英語の授業見学チュラロンコーン大学

の英語の授業見学と学生、教員との意見

交換会古典舞踊を鑑賞しながらタイ料理

のディナー 

 

ILAC International Conference 2012 に 

参加  ウェルカムディナー（ILAC主催） 

JAFAE 2012年度 海外スタディーツアー報告 タイ・バンコク 
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8 月 23日（木） 

 

 

 
8 月 24日（金） 

バンコク市内観光、カンチャナブリの２グル

ープに分かれて観光 

バンコク市内で合流、フェアウェルディナー 

 

帰国（希望者のみ観光） 
 

8月21日のチュラロンコーン大学付属小学校、高校で

の授業見学については木村隆先生が、大学での授業見

学と意見交換会については加藤あや美先生が詳細を記

されている。また、8 月 22 日の ILAC International 

Conference 2012 については、田辺尚子先生と Lyndon 

Small 先生、8 月 23 日のカンチャナブリへの観光の様子

は橋内武先生が、全行程の様子を米岡 Judy先生、この

度のツアーで私たちが直面したタイの文化については竹

下裕子先生が詳しく記述なさっている。ご参加いただいた

先生方の玉稿をお読みいただき、タイ、バンコクへのスタ

ディツアー・紙面版をお楽しみいただきたい。 

 

 
サラリムナムのタイ舞踊 

 

 

 

タイの英語教育を垣間見て 
 

木村 隆 （椙山女学園大学） 

 

私としては異例の海外出張となった。何が異例かと言う

と、カメラを持たない「手ぶら」の旅行となったからである。

カメラを忘れたためではない。あろうことか、バンコク到着の

翌朝に故障してしまったのである。旅行に出れば写真や動

画を撮りまくる私にとって、まさに痛恨の極みとも言えるツア

ーの幕開けであった。 

さて、JAFAE 2012年度海外スタディツアーの一番の目

的は、Suan Dusit Rajabhat Universityが主催する ILAC 

International Conference 2012 への出席であった。しかし

ながら、私が興味を持っていたのは、実は ILACの前日に

実施された「バンコクでの学校訪問」である。ツアー企画

の時点では、竹下先生の知り合いを介してチュラロンコー

ン大学の英語授業のみを参観させていただくことになって

いたようだが、私は厚かましくも小学校・中等学校の英語

授業の参観もお願いした。竹下先生はさぞお困りになった

ことと思うが、タイでのネットワークを駆使され、チュラロンコ

ーン大学附属小学校・中等学校の授業参観を実現させ

てくださったのである。 

チュラロンコーン大学附属小学校・中等学校

（ Chulalongkorn University Demonstration Primary 

[Secondary] School）は 1958年に教育学部の実験校とし

て設立された学校である。児童生徒の約半数は同大学

の教員子弟が占め、8 割～9 割がそのまま大学まで進学

する。小学校の英語カリキュラムには 2 つのメニューがあり、

ひとつは週 5 回の授業の全てをブリティッシュ・カウンシル 

派遣の英語ネイティブスピーカーが行うもので、もうひとつは、

週に 4 回をタイ人教師が、残りの 1 回をネイティブスピーカ

ーが指導するというものである。授業料はもちろん前者の

方が高い。見学時には、低学年と中学年の児童が、それ

ぞれネイティブ教師のクラスとタイ人教師のクラスに分かれ

て授業を受けていた。下の写真は私のカメラが故障する

直前に撮影したもので、タイ人教師がフォニクスに基づい

て綴りと発音の指導を行っているところである。日本の小

学校と変わらない広さの教室なのにマイクを使っているとこ

ろが面白い。 

 
 

中等学校では、日本の高校に相当する学年の授業を

見せていただいた。英文法の授業だったようで、タイ人の

教師がタイ語で関係代名詞の用法を説明していた。私は

教科書にも興味があったのだが、この学校では市販のも

のは用いず、校内で編集・製本したものを用いているとの

ことであった。教室で目を引いたのは、白い制服の生徒に

交じって授業を受ける、濃緑色の野戦服を着た男子の姿

であった。タイには徴兵制があり高校在学中に軍事教練を

受けておくと後の兵役が免除される。そのため、このような

授業風景は珍しくないのだが、平和ボケした私たちが一瞬

たじろいだのは確かである。 

昼食後には、チュラロンコーン大学のビジネス英語の授

業を参観した。この授業では学生たちの英語プレゼン能力

の高さに圧倒された。また授業後の学生との交流も大い

に心和むものであった。詳述したいところだが、残念ながら

私に許された紙幅は尽きてしまったので、詳しくは他の参加
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者の報告をご参照いただきたい。 

最後になったが、本スタディツアーを企画・実施してくだ

さった竹下先生・齋藤先生には、心からの感謝を申し上

げたい。両先生のお人柄がしのばれる素晴らしい研修旅

行であった。また同行の先生方にはたびたび写真や動画

の撮影をお願いし、すっかり迷惑をおかけしてしまった。  

お詫びするとともに、先生方のご厚情に感謝する次第であ

る。 

 

 

タイ、チュラロンコーン大学での授業視察より 
 

加藤 あや美 （名古屋短期大学） 

 

 私は日本「アジア英語」学会に入会して 3 年目で、これ

まで学会の日程と本務校の業務が重なってしまうというこ

とが多く、学会に積極的に参加したいとは思いつつ、なか

なか参加できないという状況が続いていた。今年度は  

是非とも学会に参加したいと思っていたところ、JAFAE  

主催の海外スタディツアーのお知らせをいただいたため、

思い切って申込みをし、2012 年 8 月 20 日から 24 日の 

日程でタイ・バンコクでのスタディツアーに参加した。 

 今回のスタディツアーでは、バンコク市内の学校見学及

び ILAC International Conference 2012への参加が主な

プログラムであった。ILAC では、様々な国や地域からの

参加者があり、大変盛況であった。また、スタディツアーに

参加した先生方のご発表も非常に貴重なものばかりであっ

た。ここでは、8月 21日に実施されたチュラロンコーン大学

での授業見学についてご報告をさせていただきたい。 

チュラロンコーン大学で見学させていただいた授業は、

ビジネス専攻の 3 年次に在学する学生の授業であった。

授業内容は、学生達が 3 名で 1 つのグループを作り、自

分達の考えた商品やサービスについて PowerPoint を  

駆使し英語でプレゼンテーションをして、いかに効果的な 

マーケティング戦略や広告宣伝を行うかということを考える

ものであった。私は、今回初めてタイを訪問したのだが、  

これまでタイ出身の友人から「タイの人はシャイなので、  

英語を話すことが苦手だ。」と聞いており、日本人と似てい

るところがあるのだと思っていた。しかし、プレゼンが始まって

すぐ、その認識はどこかへ飛んでいってしまった。彼らの英

語でのプレゼンはとても流暢で、ほとんど資料に目を落とす

ことなく堂々と英語での発表をこなす学生もいた。彼らが

英語を専門に学んでいる学生ではなく、ビジネスを専攻し

ている学生達であるということも、私達を大いに驚かせた。

さらに、英語力だけでなく、プレゼン能力の高さも目を見張

るものがあった。彼らがプレゼンで用いていた PowerPoint

には、目を引く写真だけでなく、音楽や動画、自作の画像

なども添付されており、様々な工夫が見られた。授業後に

は学生達と会話をすることができたのだが、ある一人の男

子学生に“Do you enjoy studying English?”と尋ねたとこ

ろ、笑顔で“Yes!”と返答してくれた。そして、「大学を卒業し

たら、海外留学をしてみたい。もちろん、日本にも行ってみ

たい。」と語ってくれた。目を輝かせて将来を語る学生の姿

を見て、今後ますますこの国は発展していくのだろうとタイの

明るい未来が見えたような気がした。 

 今回、思い切ってスタディツアーに参加して本当に良か

ったと思っている。大変貴重な経験をさせていただけただけ

でなく、共に参加した先生方と色々なお話ができたことは、

何よりも有意義な時間であった。現地での様々な手配か

ら訪問先とのやり取りまで一気に引き受けて下さっていた

竹下先生、ここまでのスタディツアーを準備し、一切のトラ

ブルなく実施して下さった齋藤先生、それから、ご一緒した

先生方、本当に素晴らしい経験をさせていただき、ありがと

うございました。心よりお礼申し上げます。 

 

 

 
チュラロンコーン大学を案内してくださった Ploiさんと 

 

 
チュラロンコーン大学での授業見学を終えて 
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ILAC Conference BKK, Aug 22nd, 2012 

 

Lyndon Small (Fukuoka University) 

 

I always love the tropical feeling of Thailand. 

Sudden torrential rain can bucket down from 

thunderstorms in August. But fortunately rain did not 

spoil the days of this year’s ILAC conference, held at 

the Suan Dusit Rajabhat University. 

 I met most of the other JAFAE study tour 

members at the university on the first day of the 

conference, as I’d arrived in Bangkok the previous 

afternoon and could not attend the visit to 

Chulalongkorn University to watch the demonstration 

lessons.      

This was my first time to attend and also present 

at an ILAC conference, although I have presented at 

other conferences in and near Thailand.  

Owing to the fact that my time with the JAFAE 

members was so brief, I mainly want to comment on 

the message of a plenary speaker, Dr Andy 

Kirkpatrick regarding English as a lingua franca in 

ASEAN.  

In particular, he emphasized that almost all native 

English speakers do not speak standard forms of 

English. He suggested that intelligibility is a key to 

speaking (English) as a lingua franca and further to 

this, that it would be better for learners from other 

countries to study English in places such as the 

Philippines, Malaysia and Hong Kong. The perceived 

benefit of this is that non-native English speakers 

make a conscious effort to be understood when using 

English as a lingua franca.  

However, I feel that perhaps the biggest attraction 

of studying English in places such as the UK, USA 

and Australia, is the whole cultural experience, rather 

than a ‘here and now’ utilitarian view of language use. 

So too, I could study Japanese in Australia. But that 

cannot compare to my experience of living and 

interacting in Japan. In other countries, udon [or fill 

in the blank] just doesn’t taste the same. 
 

 

バンコクスタディツアーに参加して 
 

田辺 尚子 （安田女子大学） 

 

 私はこのスタディツアーを機に日本「アジア英語」学会に

入会し、初めてのタイ訪問と、そして初めての海外での学

会発表を無事終えることができた。このツアーのお蔭で本

学会の良さを存分に体感することができ、思い切って入会

してよかったと心から感謝している。バンコクの小学校・高

校・大学の授業見学、学会参加、観光とすべてにおいて

感銘を受けたことが数多くあるが、紙面の関係上、学会

参加を中心に報告する。 

 The 2012 International Conference “Cultural and 

Linguistic Diversity in ASEAN” はバンコクの Suan 

Dusit Rajabhat Universityの the Institute of Language, 

Art and Culture（ILAC）が主催する第 2 回目の国際大

会である。ILAC はタイの芸術と文化に関するセミナーを

2005年から毎年開催してきたが、2015年に予定されてい

る ASEAN Community の設立を祝して昨年 2011 年に

the first ILAC International Conference を開催した。今

回は 2 回目ということで、plenary speaker として Andy 

Kirkpatrick 氏（Griffith University）と Richard Watson 

Todd 氏（King Mongkut’s University of Technology 

Thonburi）を迎え、2 日間に渡り 38 名の口頭発表と 10

件のポスター発表が行われた。 

私が最初に感銘を受けたことは、ILAC がこのような立

派な国際大会を企画され、スタッフと学生の連携のもと見

事に運営しておられたことである。と言うのも、私の勤務校

は広島市内の伝統ある女子大学だが、同様の国際大会

をわが大学で開催するとなると、ASEAN と日本という環

境が異なるということを差し引いても、その発想も運営力も

とうてい及ばないのではないかと思ったからである。Suan 

Dusit Rajabhat University はもともと教員養成大学の一

つであったことから、いわゆる public university と比較する

と入りやすい大学に分類される。場所もバンコク市内から

かなり離れたところに位置している。2006 年に初めて公表

されたタイの大学のランキング（タイ教育省所管の

Commission of Higher Education 発表）によると、教育と

研究の 2 方面から評価して 5 グループに分類した中で同

大学は両方面で上から 4 番目のグループに位置づけら

れている。（ちなみに、前日に授業参観させていただいた

Chulalongkorn Universityは両方面で 1番目のグループ

に位置づけられ、日本で言えば東京大学のような存在で、

参観させていただいたビジネス英語の授業での学生のプ

レゼンテーションも素晴らしいものだった。）今回の大会では

多くの学生が発表を聴講したり運営に参加したりしていた

が、このような有意義な機会を私の学生にも与えることが

できたら、と切に思うと同時に、それには私たち教員の力

量が問われることを痛感した次第である。 

次に感銘を受けたのは、 Kirkpatrick 氏の講演 

“Teaching English as a lingua franca in ASEAN: 

maintaining linguistic and cultural diversity” である。そ

の中で Kirkpatrick 氏が提唱された 6 つの Principles of 

The Lingua Franca Approach は日本の英語学習者・  
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英語教師にとってどれも斬新なものであった。中でも、
Principle #3: Local multilinguals who are suitably 

trained provide the most appropriate English language 

teachers. として、the lingua franca approach ではノンネイ

ティブ教員（かつ、生徒と同じ言語を話す教員が望ましい）

こそが必要であり、なぜなら生徒に対して言語的な目標と

異文化能力を提示することができるからであり、英語学習

の手助けとして母語を活用すべきだという主張は、日本人

英語教師に是非とも伝えたいメッセージだった。と言うのは、

私の口頭発表である  “Conducting EFL Classes in 

English: Belief and Reality for Japanese Teachers” は、

来年度から施行される高等学校学習指導要領の「授業

は英語で行うことを基本とする」に対する高校教師の意識

調査についての発表だったが、英語の授業で日本語を

使用する場合の裏付けとして Kirkpatrick 氏の主張は十

分検討に値するものである。また、Kirkpatrick 氏は早期

英語教育については母語能力の育成を優先すべきという

理由から反対の立場をとっており、最近フィリピンやマレー

シアで英語ではなく現地語による教育に戻っている例を挙

げておられた。日本では昨年度より小学校 5、6 年生での

外国語活動が始まったばかりであるのに、4年生以下での

必修化の検討を始めたというニュースが先日報道されて

いたが、十分な検討と議論を望みたいところである。 

何度振り返ってみても充実した楽しい 5日間だった。これ

も、あらゆる面で参加者のために便宜を図ってくださった竹

下先生と、細かな配慮で円滑に雑事を処理してくださった

齋藤先生のご尽力のお蔭と心から感謝申し上げます。  

 

 
 

 

授業・学会・カンチャナブリ ― 

2012 JAFAE Study Tour 

 

橋 内  武 (桃山学院大学） 

 

 2012 年夏の JAFAE Study Tour（8 月 20 日～24 日）

は、Bangkok の Suan Dusit Rajabhat University 開催の

国 際 学 会 “Cultural and Linguistic Diversity in 

ASEAN”(8 月 22 日と 23 日）に参加することが主目的で

あった。それと前後して、チュラロンコーン大学教育学部付

属小学校・高校と同大学ビジネス学部での英語授業見

学にオプショナルのエクスカーションを加えることで、4 泊 5

日のタイ研修旅行が毎日新鮮で刺激的な日々になっ

た。 

  まず、21 日（火）の授業見学で観察されたことを記す。

小学校は 1 年から英語が導入されていること、低学年で

は英語の音声特徴が認識され、中学年では文字を導入

してフォニックスの原理を用いて音と文字の関係を体系的

に学習すること、そしてタイ人教師と英語母語の教師はそ

れぞれ独立した授業を担当することに気付いた。高校では

英文法(能動態と受動態）の授業風景を参観した。タイ語

は声調言語のため、語尾変化を含む語形の習得に苦労

する様子が窺えた。午後に参観した同大学ビジネス学部

の授業は、新商品のキャンペーンを英語で企画・発表す

るものであり、各グループの創造性と積極性に感心した。 

 国際学会の方は第 1 日（8 月 22 日）のみ参加した。主

催大学は教員養成を中心とした高度職業人養成大学の

一つである 。 まず 、開会直後に Dr. Tim Curtis 

(UNESCO, Bangkok)が基調講演を行い、続いて Prof. 

Andy Kirkpatrick (Griffith University)による全体講演

“Teaching English as a lingua franca in ASEAN ：

maintaining linguistic and cultural diversity”があり、参

加者に大いに知的刺激を与えた。午後の研究発表は 3

つの分科会で行われ、JAFAE会員 6名が活躍した。その

詳細については別の執筆者に委ねる。夕方の歓迎パー

ティでは、JAFAEを代表して橋内が挨拶をし、高校検定教

科書POLESTAR English Series（全4巻）を本学会組織

委員長である Dr. Wanida Anchaleewittayakul (the 

Director of Language, Art and Culture, Suan Dusit 

Rajabhat University)に贈呈した。その後、学生たちによる

華やかなタイ舞踊の公演があった。これこそ ‘Thai 

hospitality’というものなのだろう。 

 翌 8月 23日（木）のエクスカーションは参加者が 2班に

分かれて、それぞれの目的地に向かった。私は上斗・米

岡・齋藤の 3氏とともに、カンチャナブリ・ツアーに参加した。

私自身、この 20 年来、第二次世界大戦当時多大な人

的犠牲のうえに建設された泰緬鉄道に関する史実を調べ

ていたので、ついに現地（連合軍共同墓地、JEATH 戦

争博物館、第二次世界大戦博物館、クワイ河鉄橋など）

を訪れることができて感慨無量である。特に感激したのは、

岡山県出身で元日本陸軍通訳の長瀬隆氏が自ら建立

したクワイ河平和寺院をこの目で見、JEATH 戦争博物館

の横に建つ氏の立像にこの手で触ることができたことであ

る。この「クワイ河に虹を架けた男」は、去る 2011年 6月に

93 歳で没した。135 回に及ぶタイへの贖罪の旅を通して、

氏が生前実践した「たった一人の戦後処理」は、今後  
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末永く記憶されるべきであろう。詳しくは、満田康弘著  

『クワイ河に虹をかけた男ー元陸軍通訳永瀬隆の戦後』

（梨の木舎、2011）を参照されたい。 

 

 
クワイ河鉄橋 

 

 
長瀬隆氏の銅像 

 

FOUR TRIPS IN ONE - My memories of the 

Thailand Study Tour 2012 

 

Judy Yoneoka (Kumamoto Gakuen University) 

 
I’d waited over 30 years; someone had owed me a 

trip to Thailand ever since my first plans were 

cancelled way back in 1979, due to the revolution in 

Iran (don’t ask the connection; those who know, 

know). I’d always been fascinated with the country, 

too; the graceful hands of the dancers and soft, 

mellifluous sounds of the language. So when I heard 

that Professor Takeshita and Professor Saito were 

planning this year’s study tour to that very country, I 

jumped at the chance. And to just to make the 

prospect even more irresistible, I learned we would be 

visiting classes at Chulalongkorn University, Thai’s 

best, which has an exchange program with our 

university and has sent several wonderful students 

over the years to study in my seminar. 

“Trip 1”: Reunion with old friends. I spent my 

first evening in Thailand with three of my past 

students, who treated me to a pleasant boat ride (it 

was a regular ferry boat, but still a lovely introduction 

to the best transportation in Bangkok) and wonderful 

dinner at a beautiful riverside restaurant. They 

reintroduced me to Masala curry, which they 

informed me ranks #1 as the world’s best food on a 

CNN list. After tasting it at that restaurant, I certainly 

understand why! 

“Trip 2”: Class visitation day. Starting out with 

Chulalongkorn University elementary school, our 

group toured around the grounds and visited several 

classes, of which we naturally found the English 

classes especially interesting. What struck me most 

was the variety in teaching methods, which were left 

up to the individual instructors, even though the 

textbooks were the same. Some teachers taught 

writing, some used tape recorders, others used 

phonics cards—and classes were completely or 

mostly taught in English. It was not a question of 

which methods were “better” for the students, but 

which methods fit the instructors best.  

Next, we “graduated” to the high school, where 

we were able to visit a grammar class, which we were 

a bit surprised to find being taught in Thai “for the 

entrance exam” (where have we heard this before?). 

The students were not afraid to do some 

code-switching, however; upon hearing the teacher 

tell us “Please walk around and have a look”, one 

student queried in excellent English, “May I walk 

around and have a look too?” We moved on to a 

university class in the afternoon; a very entertaining 

course with students presenting business schemes in 

English. The freedom of the class atmosphere was 

especially interesting; students walked in and out as 

necessary, and even the teacher stepped outside to 

answer her cell phone—twice. Someone would have 

been screaming “gakkyu hokai” in Japan…but 

through it all the students performed admirably. Our 

tour of Chulalongkorn University ended for me with a 

business visit to the international center, to discuss 

how I could better prepare students from our 

university to avail themselves of everything Chula 

has to offer. 

“Trip 3”: The conference. All of our group 

participated in The 2012 ILAC International 

Conference “Cultural and Linguistic Diversity in 

ASEAN” at Suan Dusit Rajabhat University on 

August 23-24, either as presenters or observers. After 
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a very interesting keynote speech by Tim Curtis and 

plenary lecture by Andy Kirkpatrick, it was our turn. 

Professor Takeshita had conveniently asked the 

conference organizers to arrange our presentations on 

the first day, so at least one of us, if not two, were “on” 

each session. When we had all finished, I found time 

to enjoy a lovely Thai massage before a wonderful 

banquet that evening, including the very thing I had 

waited for 30 years to see: some nice authentic Thai 

dancing. I would have liked to stay for the second day 

of the conference and listened to some of the other 

very interesting-sounding presentations, but it was on 

to… 

“Trip 4”: The history tour. For our final day, there 

were two options: a shopping/city tour (plus elephant), 

and a tour of Japanese pre-1945 history at 

Kanchanaburi, 2 hours out of Bangkok, led by none 

other than our very own Professor Hashiuchi. 

Although I do admit missing the elephant, there was 

no way I was going to pass up the opportunity to tour 

a sensitive area with people who share my own 

passion for local history. “The Bridge over the River 

Kwai” had been part of my consciousness since 

childhood, but I never even knew that it really existed, 

much less dreamed that I would be crossing it 

someday with three Japanese colleagues. Nor did I 

ever think I would hear the story of Takashi Nagase, 

the Japanese army interpreter who spent the rest of 

his life atoning for his actions during the war, or see a 

grown man (=Hashiuchi-sensei) *skipping* out of 

pure excitement at finally reaching the statue of this 

man, his mentor. 

All in all, it was an incredible trip. I don’t think I 

have ever experienced such a fulfilling four days as 

those, and I would like to take this opportunity to 

express my sincere gratitude to everyone who made 

them possible.  

I do worry just a bit about the fact that, now I 

have seen Thailand, I can die peacefully. But I have 

an ace up my sleeve. Because of those fateful days in 

Iran some 30 years ago…I also lost the chance to go 

to Turkey. 

 
 

タイの風に吹かれて 

 

竹下裕子 （東洋英和女学院大学） 
 

カンファレンスの翌日、カンチャナブリとローズガーデン

のふた手に分かれて日中を過ごした JAFAE のメンバーは、

6時にバンコク市内のレストランで落ち合う約束をした。けれ

ども、どちらも 1 時間半ほども遅れて到着した。激しい渋滞

が原因であった。途中、予約時間を 30分過ぎたところで、

レストランから竹下の携帯に電話が入った。遅れていること

をとがめるわけでもなく、予約を取り消すと言ってきたわけで

もなく、単に、向かっているところですよね、という確認の電

話だった。それさえ確認できれば、私たちのテーブルは 2時

間遅れても、3 時間遅れても確保されているのだった。日

常茶飯事だから。 

 日本人がタイ人と待ち合わせをし、やはり渋滞が原因で

遅刻すると、日本人は汗を拭きながら、息せき切って待ち

合わせ場所に到着し、遅れたことを詫びる。相手は平常

心で “It’s OK. Don’t worry.” と言う。逆にタイ人が遅れ

ると、詫びのことばがないわけではないが、真っ蒼な顔をし

ているわけでもなく、息が切れているわけでもなく、落ち着い

て “The traffic was very bad because of the rain.” と言

うかもしれない。携帯電話がなかった時代から今日まで、

これは変わらない情景である。バンコクでは、「国際的な」

時間が分刻みで進んでいると同時に、ゆったりとした季節

の流れに任せた「農耕民族の」時間も流れているかのよう

である。 

 観光客が訪れる寺には、２種類の拝観料が設定されて

いる。タイ人用と外国人用である。タイ人用の料金は英語

では書かれていないので、外国人観光客は気がつかな

いが、「多くもっている者から多く取って何が悪い」のである。

ツアーのメンバーが気づいていたかどうかは別として、当

然のことながら、私たちもあちらこちらで余分に取られてい

たはずである。時間の流れも、お金の流れも、ダブルスタン

ダードが巧みに機能している。 

 少し前までは、バンコクの高級車はベンツとBMWであっ

たが、今回はポルシェを何台も見かけた。タイ人曰く、タイは

依然として不況だが、集まるところにはとてつもないお金が

集まり、富める者はますます富んでいる。そしてタイ人はその

ような経済格差、そして社会の階級を静かに受け入れる。

ポルシェのオーナーは、自分の事業がさらに繁栄するよう

に、英語で国際ビジネスを展開する。露店の売り子は、

300 円の T シャツが少しでも多く売れるよう、英語で（そして

日本語でも）客引きをする。ニーズに応じた言語コミュニケ

ーションが営まれているのである。 

 言うまでもなく、わざわざタイに出かけていかなくても、さまざ

まな機会に、タイ人の考えを知り、コミュニケーションを図る

ことができる。日本の研究室で、タイ人が書いた英語の論

文を読み、タイ人と英語によるメールのやり取りもできる。ス

カイプを通じて、彼らと直接話をすることもできる。そのような

ことをしながら、タイ人の英語に触れ、その人の価値観や

信条に触れることは不可能ではない。実際、多くのアジア

英語の研究者が、さまざまな媒体をもちいて、日本で研究
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をしているわけである。 

 けれども、言語と文化は一体である。ある言語の話者と

その人の文化を切り離すことはできない。タイ人の英語はな

ぜそういう英語なのか、なぜそういう態度でそういうことを言う

のか、なぜ英単語の本来の場所ではなく、別の場所にア

クセントを置くのか、なぜあることが重要であり、別のことはさ

ほど重要ではないと彼らが言うのか。。。そういうことは、実

際にタイに行き、タイ人と対面して話をし、タイの風に吹かれ

て街を歩き、雑踏のなかでタイ語に耳を傾けて初めて、納

得がいくことが多い。今回のスタディツアーは、少しでもその

ような経験ができたという意味で、とても貴重な機会であっ

たと思う。 
 

 
フェアウェルディナー 

 

 
記念品贈呈 

 

 

 
 

 

第 31 回全国大会のお知らせ 

第 31回全国大会は 2012年 12 月 15日〈土〉に文京学

院大学で開催されます。詳細につきましては下記 URL を

ご参照ください。 

http://www.jafae.org/meeting.html 

 

 

Learner Corpus Studies in Asia and the World 2013 

(LCSAW2013) について 

第 28 回 JAFAE 大会時の基調講演者・石川慎一郎先

生のアジア圏英語の学習者コーパス（ICNALE）につい

て、シンポジウムが開催されます。詳細は下記URLをご覧

ください。
http://language.sakura.ne.jp/icnale/symposium.html 

 

 

日本「アジア英語」学会 第 7 回 ESSC 開催中 

JAFAE の学会事業である ESSC は今年で 7 年目を迎え

ました。第 7回 ESSCは 7月 9日から 11月 23日の期間

下記 URL にて開催いたしております。会期終了まで残す

ところ 3 週間程となりました。力作のご応募をお待ちいたし

ております。http://www.jafae.org/essc/index.html 

 

昨年度第 6 回 ESSC の受賞作品の一部をご紹介いたし

ます。 

 
2011年度 第 6回大学生・一般の部 

日本「アジア英語」学会会長賞 

Hands 尾崎 由有（奈良県） 

 

 
ピーター＆ジョン・ハッサル賞 

3.11 河合 梨沙（東京都） 

 

 

 

 

お知らせ 

http://www.jafae.org/essc/award/2011/img/002-3_11.jpg
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言語と貧困   

負の連鎖の中で生きる世界の言語的マイノリティ 

(明石書店 2012年 8 月) 

松原 好次、山本 忠行 編著 

ISBN 9784750336466 

4,200 円＋税 

 

 

 

 

 

竹下 裕子 （東洋英和女学院大学） 

 

 創立 15 周年を迎え、理事会は 15 周年記念事業の一

環として、2013 年度に記念誌を発行することを決め、7 月

の会員総会におきまして、この企画と予算が承認されまし

た。記念誌は次の二部構成といたします。 

第一部：歴代会長 3 名と名誉会員の一部による論文 

第二部：JAFAE15 年の歩みを振り返るエッセイや記録な

ど 

 なお、記念誌の編集には、15 周年記念事業担当理

事・竹下が責任をもちますが、学会員より編集委員を募ら

せていただき、よりよい記念誌の発行をめざします。編集委

員会に加わってくださる会員は、竹下までご連絡ください 

(2222@jcom.home.ne.jp)。また、編集委員会が学会員

の方々に、エッセイや記事のご執筆をお願いすることがあり

ます。その折には、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樋口 謙一郎 （椙山女学園大学） 

 

1) 年会費納入について 

2011 年会計年度末が近付いてまいりました。2011 年度

の会費が未納入の方は納入方お願い致します。会費は、

一般会員 5,000 円、学生会員 3,000 円です。振込口座

は下記の通りです。 

 

★ゆうちょ銀行（郵便局） 

加入者名：日本「アジア英語」学会 

口座番号：00280-8-3239 

 

Payment of 2011 Annual Membership Fee 

 

As our 2011 fiscal year is going to be closed soon at 

the end of March 2012, we would like to request you to 

pay an annual membership fee in case you haven’t. 

Please pay the fee via postal transfer (5,000 yen for a 

regular member and 3,000 yen for a student member). 

 

Account information: 

Account holder: Nihon Ajia Eigo Gakkai 

Account number: 00280-8-3239 

 

 

2) 2011 年度決算、2012 年度の予算について 

2012 年度会員総会時に 2011 年度決算、2012 年度の

予算が承認されました。以下、報告いたします。 

 

 

日本「アジア英語」学会 2011年度決算 

 

収入の部 

       費    目 2011 年度

決算額(A) 

2011 年度

予算額(B) 

増減 (A－

B) 

年会費 671,000 1,120,000 △449,000 

全国大会参加費 113,500 50,000 63,500 

モノグラフ・紀

要・ESSC ガイド

ブック売り上げ 

10,400 40,000 △29,600 

寄付金 100,000 0 10,0000 

その他（貯金利息） 157 0 157 

新刊紹介 

15周年記念事業担当より 

会計担当より 
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前年度繰越金（15

周年積立金除く） 

486,124 486,124 0 

合計 1,381,181 1,696,124 △314,943 

 

 

支出の部 

       費    目 2011 年度

決算額(A) 

2011 年度

予算額(B) 

増減 (A－

B) 

通信費 44,435 150,000 △105,515 

ニューズレター印

刷費 

  0 0 0 

紀要制作費 126,000 200,000 △74,000 

文房具 2,200 10,000 △7,800 

全国大会 129,800 120,000 9,800 

人件費 56,000 50,000 6,000 

インターネット 

利用料 

ウェブサイト 

保守・管理 

88,725 90,000 △1,275 

印刷代 0 10,000 △10,000 

事務局運営費 19,629 50,000 △30,371 

モノグラフ補助費 0 80,000 △80,000 

研究助成金 100,000 100,000 0 

ESSC 事業費  

150,420 

         

150,000 

 

420 

15 周年記念事業 

積立金 

150,000 150,000 0 

次年度繰越金 513,972 536,124 △22,152 

合計 1,381,181 1,696,124 △314,943 

 

15 周年記念事業積立金残高（2010 年

度分まで） 

         

550,000 

 

 

 

上記の通り、ご報告いたします。    

2012 年 6 月 28 日 会計 樋口謙一郎 

2011 年度決算報告の監査を行った結果、適正であると

認めます。 

2012 年 7 月 2 日  会計監査     猿橋 順子 

             会計監査    仲 潔 

 

日本「アジア英語」学会 2012 年度予算 

 

収入の部 

       費  目  2012 年度

予算額(A) 

 2011 年度

予算額(B) 

増減(A

－B) 

年会費 1,120,000 1,120,000 0 

（正会員 200 名） (1,000,000) (1,000,000) (0) 

（学生会員 20 名） (60,000) (60,000) (0) 

（法人会員 2 法

人） 

(60,000) (60,000) (0) 

全国大会参加費 100,000 50,000 50,000 

モノグラフ・ 

紀要・ESSC 

ガイドブック 

売り上げ 

40,000 40,000 0 

大会補助金 0 0 0 

前年度繰越金 513,972 486,124 27,848 

※15 周年記念 

事業積立金 

 700,000 ─ ─ 

合計 2,473,97 

（うち 

15周年 

積立金

700,000） 

1,696,124 777,848 

 

 

 

支出の部 

   費 目 2012 年度

予算額(A) 

 2011 年

度予算額

(B) 

増減(A－

B) 

事務局運営費 50,000 50,000 0 

通信費 70,000 150,000 △80,000 

文房具 10,000 10,000 0 

印刷代 10,000 10,000 0 

人件費 50,000 50,000 0 

インターネット利

用料、 

ウェブサイト保

守・管理 

90,000 90,000 0 

紀要制作費 200,000 200,000 0 

全国大会 150,000 120,000 30,000 
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※15 周年記念事

業（記念誌） 

（大会経費） 

600,000 

─ ─ 100,000 

モノグラフ補助費 100,000 80,000 20,000 

研究助成金 100,000 100,000 0 

ESSC 事業費 150,000 150,000 0 

※20 周年記念事

業積立金（新規） 

（15 周年積立金余剰

分） 

150,000 ─ ─ 

次年度繰越金 643,972 536,124 107,848 

合計 2,473,972 1,696,124 777,848 

 

 

 

 

 

 

会則変更について 

以下のように会則が変更されました 

第６条：（役員） 

変更前： 本会に名誉会長をおくことができる。 

変更後： 本会に理事選挙おいて被選挙権を持たない

名誉会長をおくことができる。 

 

事務局補佐の指名 

※今年度発足の新事務局は、相川真佐夫先生（京都

外国語大学）、小田節子先生（金城学院大学）に事務

局補佐としてご協力をいただいております。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

吉川 寛（中京大学） 

ジェームズ・ダンジェロ（中京大学） 

榎木薗鉄也（中京大学） 

 

日本「アジア英語」学会紀要である『アジア英語研究』

は 2010 年度より、原稿提出においては、郵便ではなく、 

電子メールの添付ファイルで紀要編集委員会に提出して

いただいております。この新しい投稿規程については、  

学会のウェブサイト内紀要投稿規程
http://www.jafae.org/journal_contri_rule.html 

をご覧いただければ幸いです。 

上記 URL より日本語論文テンプレート、英語論文テン

プレートがダウンロードできますので、どうぞご利用ください。 

投稿の締め切りは 11 月末日です。 

 

 

 

 

 

 

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、書籍紹介、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（fujimisakaitanaka@live.jp）までご連絡下さ

るようお願い申し上げます。本号よりニューズレター担当に

なりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

事務局より 

紀要編集委員会より 

ニューズレター編集担当より 
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