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第 47 回全国大会 オンラインにて開催！
YAMAGUCHI Toshiko (Universiti Malaya)
2021 年 7 月 18 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
16:00-16:30
た皆様にお礼申し上げます。理事会より重要なお
知らせもございます。ぜひご一読をお願いします。 4. 台湾人訪日旅行用日本英語教材開発に向けた
予備調査の分析

第 47 回 全国大会
総合司会:リーア・ギルナー(愛知大学)
13:00-13:05
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
13:05-13:55
“The Realities of English-medium Education in
Asia”
Annette BRADFORD (Oxford EMI)
司会: 柴田 美紀(広島大学)
研究発表
司会:仲潔（岐阜大学）
14:25-14:55
1. 民族語話者の国語習得と第二言語の言語社会
化 ―ブータンの地方農村部における成人識字
教育調査から
佐藤美奈子(京都大学)
14:55-15:25
2. Romanization Reforms in Korea and China: Is
It Japan’s Turn?
Judy YONEOKA (Kumamoto Gakuen University)

15:25-15:55
3. The Insertion of the Voiceless Fricative [s] in
Japanese English: Patterned Occurrences
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号

宮本節子(相模女子大学) 渡辺幸倫(相模女子大学)

16:30-17:00
5. 逆シャドーイングに基づく瞬時的明瞭度の自
動計測 ―学習者音声はどの程度スラスラ理解
されているのか
峯松信明(東京大学) 中西のりこ(神戸学院大学)

17:05-17:10
閉会の辞:小田眞幸(玉川大学)
17:10-17:30
会員総会: 相川真佐夫(京都外国語大学)
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第 47 回全国大会

Statistically, it increased by almost 1,000% from 2004 to

基調講演レビュー

Macaro (2015). In the same vein, EMI has flourished in

柴田美紀（広島大学）

2012, and has been referred to as ‘an unstoppable train’ in
Asian regions (e.g., China, Cambodia, Taiwan, Vietnam). In
Japan, MEXT has initiated and promoted EMI by financially
supporting universities selected for two distinctive
governmental projects – Global 30 in 2009 and Top Global
University Project in 2014. As of 2018, more than 43% (305
out of 777) of universities offered EMI courses. The
government-initiated projects have also been launched in
Korea: Korea Study Project in 2004 and the second phase of
the Korea Study Project in 2012.
Bradford

illustrated

EMI

practices

at

the

undergraduate level in Japan and Korea in terms of course
content, targeted students, and teachers conducting EMI
courses, followed by professional development. Since
Dr. Annette Bradford gave a lecture titled ‘The

studies cited seem to have been conducted in different

Realities of English-Medium Education in Asia.’ At the

settings with distinctive methodologies, the results may not

beginning, she defined English-medium instruction (EMI) as

be exactly comparable. Yet, different features are observed

‘the use of the English language to teach academic subjects

in the two countries. In Japan, EMI courses are offered more

in countries or jurisdictions where the first language (L1) of

in humanities and social sciences, whereas full-degree EMI

the majority of the population is not English,’ citing Dearden

programs are in engineering and natural sciences. On the

(2015, p. 4). Moreover, she mentioned that English-medium

other hand, engineering is a primary discipline offering EMI

education (EME) is preferred to EMI since it covers a

courses, followed by humanities and social sciences, and

broader range of issues that EMI implementation has created

natural sciences in Korea. Regarding participants, more

in higher education (HE). Moreover, she pointed out that

domestic students are enrolled in EMI courses, whereas

English is employed as the instructional language in HE with

more international students attend full-degree EMI programs

different pedagogical approaches such as CLIL (Content and

in Japan. Such a tendency is not reported in the case of Korea.

Language Integrated Learning), ICLHE (Integrating Content

In both nations, more domestic faculty staff tend to teach

and Language in Higher Education), ICL (Integrating

EMI courses. Noticeably, in Japan, although domestic and

Content

(Content-based

international staff are involved in EMI, their role appears

Instruction). These approaches fall within a continuum

different: international instructors who have a background in

depending on the degree of focus on content and language

English language teaching teach EMI courses, whereas

learning. EMI prioritizes content learning, but not language

Japanese teaching in EMI are more likely to have been

development. According to her research, EMI courses

trained as their discipline-specific expert and have little

offered are often confounded with CBI in Japan.

knowledge about English teaching approaches. Overall, lack

and

Language),

and

CBI

The popularity of EMI is widespread in Europe.
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号

of or insufficient professional development (PD) in both
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countries is problematized: individual institutions offer

internal structure is urgent. I believe that authorities should

short-term in-house PD programs, but they do not happen

promote internationalization of their curriculum and

systematically, and no official programs exist at the national

education in a more balanced and systematic way, rather than

level.

an ad hoc approach.
Throughout reviewing EMI in Japan, Bradford

I strongly recommend the book below for your

illustrated the challenges that EMI implementation has

reference to learn more about the EMI situation in Japan.

created: linguistic, cultural, administrative and managerial,

Bradford, A., & Brown, H. (2018). English-medium

and institutional dimensions. She claimed that linguistic and

instruction in Japanese higher education: Policy, challenges

cultural issues are approachable by means of offering PD

and outcomes. Multilingual Matters.

programs, whereas the other two issues are more challenging.
In particular, the current hiring process may impede
internationalization of HE. The majority of international staff
are under short-term contract and cannot devote themselves
to the development and improvement of EMI courses. Also,
administration staff take part in EMI work for a short period
and move to other sections. Moreover, course instructors
may not be acknowledged as central agents, and their voices
are rarely reflected in the decision-making process related to
EME at their institutions.
Finally, the future direction of EMI in Japan was
discussed. Bradford emphasized that EME will continue to
exist in the Japanese HE in line with further demographic
integration of domestic and international students within a
course and program. Accordingly, we need to address several
critical questions to provide EME more effectively. Among

研究発表レビュー

the issues raised during the talk, two caught my attention:
How to motivate/support students to manage extensive
reading assignments and how to cope with translanguaging
in the EMI classroom. These are two core questions I have
attempted to answer through my experience of EMI courses.
Bradford’s talk was inspiring. We face many EMIrelated issues, yet EMI research is relatively new in Japan. In
addition, most of the issues faced by teachers are under
researched or not investigated comprehensively. The most
serious issue I found in Bradford’s lecture was the
inconsistency at the administrative level. In fact, my
institution has faced a similar problem. Reformation of
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号

柴田 美紀（広島大学）
基調講演に続き、仲 潔氏（岐阜大学）の司会で
5 本の発表が行われた。
発表内容は、
社会言語学、
英語教育、音響音声学など多岐にわたり、いずれ
も興味深いものであった。以下に各発表の概要を
記す。
最初の発表は、佐藤美奈子氏（京都大学）の「 民
族語話者の国語習得と第二言語の言語社会化―
ブータンの地方農村部における成人識字教育調
査から ―」である。多言語社会ブータンの言語事
情を精力的に調査している佐藤氏であるが、今回
3
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はノンフォーマル教育の環境で国家語であるゾ
ンカ語を学ぶ地方農村部の成人女性に焦点を当
て、彼女らの語りを考察している。考察を通して
見えたきたのは、国家語を学ぶ前と後での彼女ら
のアイデンティティの変化であり、地方にいる限
り国家語の実用性は低いにもかかわらず、国家語
の学習は彼女らにポジティブな自己認識をもた
らすものである。本発表は改めてブータンの複雑
な言語事情を知る機会であった。
続いて、ジュディ・米岡氏（熊本学園大学）に
よ る 「 Romanization Reforms in Korea and
China: Is It Japan's Turn?」
（英語）では、日本の
ローマ字表記における問題を指摘し、その解決策
が提案された。日本では主に訓令式とヘボン式が
使われてきたが、昨今ではコンピュータ入力によ
るワープロ・ローマ字表記も登場し、結果、3 つ
のローマ字表記が混在している。小学校教育にお
ける IT や英語の授業でコンピュータを使うこと
が多くなった日本の若者は様々なローマ字表記
を使っている。中国と韓国のローマ字表記の特徴
と標準化に至るまでの歴史的背景を踏まえ、米岡
氏は、日本のローマ字表記をワープロ表記に統一
することを提案している。米岡氏の発表は、これ
まで疑問に思っていた日本のローマ字表記混在
にヒントを与えてくれた。
3 つ目の発表は山口登志子氏（マラヤ大学）に
よる The Insertion of the Voiceless Fricative [s]
in Japanese English: Patterned Occurrences」
（英
語）である。マレーシア在住の日本人 32 名が産
出した自由発話における語尾に発生する無声摩
擦音/s/に焦点を当て、そのうち 10 名にその傾向
が認められた。検証の結果、英語の音韻規則では
有声になるはずの環境（例えば、errors）であっ
ても、特にイントネーションが上昇する場合に無
性化されることが報告された。この結果は、無声
化/s/が日本人英語使用者のユニークな英語使用
の特徴（例えば、ディスコース・マーカー）であ
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号
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る可能性を示唆する。最後に山口氏は日本人英語
に体系的なパターンが認められれば、母語話者英
語を規範とする英語教育に新たな方向性を与え
ると提言している。
次に、宮本節子氏（相模女子大学）と渡辺幸倫
氏（相模女子大学）による「台湾人訪日旅行用日
本英語教材開発に向けた予備調査の分析 」では、
台湾人英語学習者(大学生)を対象に行った日本
英語理解力の調査結果が発表された。日本英語理
解の測定は大学生に 10 の場面における会話を聞
いて、それぞれについて 4 つの設問に回答しても
らった。その平均点と 4 つの要因（英語力、日本
語力、日本滞在経験、日本英語の接触経験）を考
察した。その結果、いずれも決定的な要因でない
ことが明らかにされた。特に興味深いのは、英語
力が低い学習者が日本語力、特に音韻的知識を手
掛かりにしているという可能性が示されたこと
である。従来の教材開発はサービスを提供する側
をターゲットにしたものが多く、本研究のように
サービスを享受する側に目を向けたものはまれ
である。両氏が主張するように、国際語としての
英語（English as an international language）が
相互理解を目指すものであれば、双方向の学びは
必至と言える。
最後は、峯松信明氏（東京大学）と中西のりこ
氏（神戸学院大学）による「逆シャドーイングに
基づく瞬時的明瞭度の自動計測̶学習者音声は
どの程度スラスラ理解されているのか̶」である。
本研究では、聞き手が発話を聴取中に感じる「分
かり易い/難い」をどのように測定できるか、つま
り瞬時的明瞭度の定量化を試みた。その問いに対
して発案されたのが、逆シャドーイングである。
まず、英語学習者に自身で書いた英作文を読み上
げてもらった音声に対して、母語話者と非母語話
者（シャドワー）に逆シャドーしてもらった。シ
ャドーイングした音声は人に書き起こさせ、学習
者の英作文と比較することで、正解シャドー率
4
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（＝瞬時的明瞭度）を求めた。さらに、シャドワ
ーに学習者の英語原文を見ながらスクリプト・シ
ャドーしてもらった。シャドー音声と、スクリプ
ト・シャドー音声とを音響的に比較すると、シャ
ドー音声の崩れが数値化される。この崩れ度合い
は瞬時的明瞭度と非常に高い相関を示した。この
結果は、逆シャドーとスクリプト・シャドーによ
って、明示的な書き起こしを行わずに瞬時的了解
度を予測することができることを示唆する。実用
面としての有効性として、学習者がどこでどの程
度シャドーイングが崩れたかを客観的に知るこ
とができる。これは英語教育にも寄与すると考え
られ、発音に関わる指導において活用が期待され
る。

書籍紹介

杉野俊子（監修）
、野沢恵美子・田中富士美（編著）
『
「つながる」ための言語教育−アフターコロナ
のことばと社会』明石書店。2021 年 8 月 15 日
発行。

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号
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重要なお知らせ
JAFAE の理事会
竹下裕子
今更ですが、JAFAE の理事会についてお話させ
てください。通常ならば、全国大会の午前の基調
講演のあと、短時間ですが総会を開催し、それぞ
れの担当理事より学会活動に関する情報提供や
お願いをさせていただきます。コロナ禍のオンラ
イン大会は午後のみの開催で研究発表後に総会
を開催してきましたので、理事からの発信が十分
であったとは言えません。そこで、本当に今更な
のですが、理事の顔触れをあらためてご紹介し、
学会運営の「裏方」をご理解いただけるよう、お
願いいたします。
理事会は次の 12 名で構成されています。
会長・理事長：竹下裕子
事務局：相川真佐夫（長）
、田嶋ティナ宏子
会計：池沙弥、柴田美紀、藤原康弘
紀要編集：吉川寛（長）
、小田眞幸、米岡ジュリ
広報：川島智幸、リーア・ギルナー
ニューズレター：仲潔
12 名の理事は、連携しながら、各自の担当を
こなしています。入退会とお金の出入り、そして
予算内の学会活動を管理する会計担当、学会紀要
とモノグラフの発行のための査読から発行まで
の一連の作業を管理する紀要編集担当、ウェブサ
イトを通じた学会内外への情報発信に加え、紀要
の J-Stage 公開までの大量の作業も広報担当が
担いました。そしてこのニューズレターの発行に
至る記事の収集と編集に責任を持つニューズレ
ター担当。事務局は会長の研究室に置いています
が、コロナ禍で大学関係者以外の構内への立ち入
りに神経質な現在、郵便物の整理や発送などは会
長が現場で担い、事務局担当者はリモートで多種
多様な情報処理と事務作業を行っています。
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理事会の仕事は、上がすべてではありません。全
国大会の企画・運営、会員の管理と対応、研究助
成対象者の選考、定期的な理事会への出席などに
加え、予期せぬことに対処するための臨時 Zoom
／メール理事会もあり得ます。担当によっては季
節的な忙しさや煩雑さもありますが、12 名が協
力して「足して 100 点」を目指しながら運営して
います。
さて、その理事会の現理事たちは今年度末で 2
年間の任期を終えるため、今年度中に理事選挙を
実施いたします。できるだけ多くの会員の投票に
よる選挙を経た新理事会編成をめざしておりま
す。投票用紙などの一式がお手元に届きましたら、
ぜひともご返送いただきたく、この機会をお借り
してお願い申し上げます。
また、会則の中の理事に関する部分を以下にご
提示します。理事会へのご理解を深めていただき
たく、ご一読いただけますよう、重ねてお願いい
たします。
第６条：
（役員）
１．本会に理事長１名、理事若干名をおく。
２．理事長は、理事の互選により選出され、会務
を統括し、会長として本会を代表する。
３．理事の定数は理事会で決定する。
４．理事は会員の投票によって選出する。
５．理事の選出方法は別に定める。
６．理事の任期は 1 期 2 年とし、連続 5 期まで
とする。
７．理事の構成については細則で別途定める。
８．本会に名誉会長をおくことができる。なお、
名誉会長は被選挙権を持たず、会費を徴収しない。
第６条第５項細則
１．
（理事の任期の数え方）理事の任期は、1 期 2
年とする。
任期は理事選が開始された 2000 年度以降か
ら勘定する。
２. 事務局事務局員は会長と理事が会員の中か
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号
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ら推薦し、会長が委嘱することができる。
ただし、事務局長には理事でもってあてる。
３. 編集委員 編集委員は会長と理事が会員の中
から推薦し、会長が委嘱することができる。ただ
し、編集委員長には理事でもってあてる。
４. 理事選挙 選挙人の参考のため、理事選挙の
被選挙人名簿には理事の任期数（連続分）を記す。

紀要『アジア英語研究』J-Stage 公開後の閲覧状
況
川島智幸（群馬大学）
創刊号から 22 号に掲載された記事のうち、執
筆 者 の 許 諾 が 得 ら れ た 119 本 の 記 事 が Jtage(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/asian
englishstudies/list/-char/ja)で公開されてから 4
か月が経ちました。そこで、記事を公開した 2021
年 4 月 7 日から 7 月 31 日までの閲覧状況を報告
します。なお数字は、検索ロボット（クローラー）
による閲覧数を除いたものです。
要旨を掲載する書誌事項ページの閲覧数は合
計 10,829 回で、言語ごとの内訳は英語画面が
3,648 回、日本語画面が 7,181 回でした。また、
期間中に全文 PDF が 4,257 回ダウンロードされ
ました。全文 PDF のダウンロードは 30 以上の国
から行われ、回数が多い順に日本 2,295 回、アメ
リカ 1,398 回、イギリス 134 回、中国 120 回、
トルコ 119 回となっています。
昨年秋の理事会で紀要投稿規程が改訂され、掲
載された寄稿物を電子化して公開する権利は日
本「アジア英語」学会が有すると明記されました。
これにより、今後は紀要に掲載された記事は、刊
行後 1 年経過後に自動的に J-Stage に掲載される
予定です。
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事務局だより

2019年度決算報告
【一般会計】[2019年4月1日～2020年3月31日]

相川真佐夫(京都外国語大学)
１．2019 年度決算報告について
2020 年度はコロナ禍の影響で、夏の大会が延
期となり、総会も例年の時期に開催することがで
きませんでした。2019 年度決算報告については、
まず、2020 年 9 月 14 日に Zoom にて理事会を
開き、理事で問題がないことを確認いたしました。
同日、その報告を PDF ファイルで学会員の皆様
にメールで送り、何か問題があれば、9 月 19 日
（土）23:59 までに、事務局までご連絡いただく
ようお願い致しましたところ、問題を指摘するメ
ールはございませんでした。内容については
「2019 年度決算報告」をご確認ください。
例年にない方法で皆様方にお諮りいたしまし
た。ご理解、ご協力、ありがとうございました。
また、本来ならば、前ニューズレター54 号にて
掲載するべきところ、遅れましたことをお詫び申
し上げます。

項目
年会費

収

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号

2019年度決算額 2019年度予算額
662,000

815,000

（正会員118口）

590,000

695,000

（学生会員4口）

12,000

30,000

（法人会員2口）

60,000

90,000

入 年会費返金額
の 全国大会参加費収入
部 紀要販売収入

△23,000

0

53,500

100,000

2,560

10,000

大会補助金
普通預金利息収入

0
7

0

695,067

925,000

全国大会運営費

332,275

200,000

紀要製作費

169,992

170,012

事務運営費

87,356

130,000

WEBサイト保守管理料

26,244

100,000

56,848

60,000

収入合計

支 通信費
出 事務用消耗品費

5,288

5,000

の 人件費（アルバイト料）

6,000

80,000

部 印刷費
研究助成金
モノグラフ補助費
30周年記念事業会計へ
支出合計

２．2021 年度 総会報告
第 47 回大会（2021 年 7 月 18 日）時に行われ
た総会について報告致します。
まず、2020 年度決算報告および監査報告が行
われ、承認されました（詳細は「2020 年度決算
報告」をご覧下さい）
。特筆すべき事項として、
Web の保守管理費用が２年分（2019〜2020 年
度）の支払いとなったこと、J-Stage への登録の
際にテキスト情報を提出する必要があり、入力お
よび修正にアルバイトを雇ったため人件費が予
算額よりも増えたことが挙げられます。次に、
2021 年度の活動計画が会長から説明された後、
予算案が提示され、承認されました。2021 年度
は全国大会を年２回に戻すものの、依然としてコ
ロナ禍による影響でオンラインでの開催となり
ます。

（単位：円）

0

5,000

100,000

100,000

0

200,000

150,000

150,000

934,003

1,200,012

＜当期差引収支＞

△238,936

△275,012

＜前期繰越＞

1,682,877

1,682,877

＜次期繰越＞

1,443,941

1,407,865

【30周年記念事業会計】[2019年4月1日～2020年3月31日]（単位：円）

項目
一般会計より

2019年度決算額 2019年度予算額
150,000

150,000

150,000

150,000

収入
の部

収入合計
支出
の部

0

0

＜当期差引収支＞

支出合計

150,000

150,000

＜前期繰越＞

150,000

150,000

＜次期繰越＞

300,000

300,000

※次期繰越内訳
一般会計

1,443,941

30周年記念事業会計
合計

300,000
1,743,941
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2020年度決算報告
【一般会計】[2020年4月1日～2021年3月31日]

項目
年会費
（正会員83口）

の
部

（単位：円）

460,000

685,000

415,000

625,000

15,000

30,000

（法人会員1口）

30,000

30,000

全国大会参加費収入

1,500

3,000

紀要販売収入

6,730

10,000

大会補助金
普通預金利息収入

0

468,236

698,000

30,000

100,000

紀要製作費

171,910

153,000

事務運営費

453

50,000

全国大会（講演謝礼）

WEBサイト保守管理料
通信費
支
出
の
部

0
6

収入合計

事務用消耗品費
人件費（アルバイト料）
印刷費
研究助成金
モノグラフ補助費
30周年記念事業会計へ
会計監査費用
支出合計

【一般会計】[2021年4月1日～2022年3月31日]

2020年度決算額 2020年度予算額

（学生会員5口）
収
入

2021年度予算
項目
年会費

の
部

2021年度予算額 2020年度予算額
545,000

685,000

（正会員100口）

500,000

625,000

（学生会員5口）

15,000

30,000

（法人会員1口）

30,000

30,000

3,000

3,000

10,000

10,000

0

0

1,175,662

1,443,941

1,733,662

2,141,941

事務運営費

80,000

50,000

通信費

40,000

40,000

収
入

（単位：円）

全国大会参加費
モノグラフ・紀要売上
大会補助金
前年度繰越金
収入合計

158,730

180,000

14,206

40,000

文房具

5,000

5,000

1,796

5,000

印刷代

5,000

5,000

87,420

40,000

人件費

40,000

40,000

0

5,000

支
インターネット利用料、WEB保守・管理

180,000

100,000

出

90,000

100,000

150,000

153,000

200,000

の

紀要製作費

0

100,000

100,000

150,000

部

全国大会（講演謝礼・アルバイト料含む）

150,000
22,000

22,000

モノグラフ補助費

200,000

200,000

736,515

1,045,000

研究助成金

100,000

100,000

150,000

150,000

22,000

22,000

751,662

1,096,941

1,733,662

2,141,941

＜当期差引収支＞

△268,279

△347,000

30周年記念事業

＜前期繰越＞

1,443,941

1,443,941

会計監査費

＜次期繰越＞

1,175,662

1,096,941

次年度繰越金
合計

【30周年記念事業会計】[2020年4月1日～2021年3月31日]（単位：円）

項目
一般会計より

2020年度決算額 2020年度予算額
150,000

150,000

150,000

150,000

収入
の部

収入合計
支出
の部

0

0

＜当期差引収支＞

支出合計

150,000

150,000

＜前期繰越＞

300,000

150,000

＜次期繰越＞

450,000

300,000

※次期繰越内訳
一般会計

1,175,662

30周年記念事業会計
合計

450,000
1,625,662

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号

吉川理事より、『アジア英語研究』の 23 号
（2021 年発行）の発行が、例年６月であるとこ
ろ、締め切りを延ばしたこともあり 9〜10 月の
発行となることが報告されました。また、24 号
（2022 年発行）についても、大会発表者からの
積極的な投稿を期待し、2 回目の大会後となる
2022 年 3 月末を締め切りとなります。なお、発
行は 7 月末〜９月初旬を予定しております。会員
の皆さま方からの積極的な投稿をお待ちしてお
ります。投稿規定などは Web をご覧下さい。
「科学技術情報発信・流通総合システム」（J8

JAFAE Newsletter
STAGE）について、川島理事より報告がありまし
た。詳細はニューズレター本号の「重要なお知ら
せ」をご覧下さい。
2020 年度、コロナ禍で全国大会が１回しか開
催されないこともあり、会員サービスを補充する
ものとしてニューズレターの発行を３回（52, 53,
54 号）行いました。2021 年度は全国大会が２回
に戻ることもあり、年２回発行に戻します。ニュ
ーズレターは会員同士のコミュニケーションの
場所でもあり、会員の皆さま方には、積極的に記
事を投稿していただきたくお願いいたします。
次に、研究助成についての報告と募集が行われ
ました。本会はアジア英語に関する研究を振興す
るために、有意義な研究に研究費を助成しており
ます。2020 年度は、
「多言語社会ブータン王国に
おける言語生活研究」佐藤美奈子氏（京都大学・
院・採択時）に、2021 年度は、
「アジア英語変種
リスニング：
「国際英語論」に立脚した音声教育の
方法を探る」長峯貴幸（ランカスター大学博士後
期課程）
、西尾由里（名城大学）に助成金を交付し
ております。毎年 12 月 20 日を締め切りとして
おり、2022 年度も募集いたします。詳細は web
をご参照ください。
第 48 回全国大会について、総会時には、8 月上
旬に発表する、とお伝えいたしました。すでに詳
細はメールや Web で連絡しておりますが、次の
項目も重ねてご覧下さい。
総会の最後に、事務局からのお願いとして、
「学
生会員」として年会費をお支払い頂く際には、学
生証の提示を求めることがあることをご留意い
ただきたい旨お伝えいたしました。よろしくお願
い致します。

No.55 (September 2021)

募ください。
日時：2022 年 1 月 30 日（日）午後
方法：Zoom によるオンライン開催
参加費：会員無料、非会員 500 円
（参加には申込みが必要で、締切は 2022 年 1 月
14 日（金）です。お申込者に zoom の URL を送
ります。
）
基調講演：Andy Kirkpatrick 氏（発表題目は後日
公開）
<Call for Papers>
研究発表者の応募締め切りは、2021 年 10 月 27
日（水）15:00（JST）です。Web からエントリ
ーください。

ニューズレター編集担当より
無事、2021 年度 1 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、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）

３．第 48 回全国大会について
第 48 回全国大会は、以下の要領で行います。
現在、発表者を募集しております。ふるってご応
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 55 号
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代 表 者 ⽵下裕⼦（東洋英和⼥学院⼤学）
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東洋英和⼥学院⼤学国際社会学部
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