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wrote to me (he will be our honored Keynote
speaker at the 50th JAFAE Conference this
coming December), “As you know, I don’t do
research on a specific variety of Asian English,
but adopt a broader approach to how
Englishes are negotiated in intercultural
settings.” This comment may be a good
touchstone for our future endeavors, as
inquiry in our field moves away from a
“nation-based” view of varieties and variation,
to a more complex and nuanced view of the
role of English(es) in a multitude of
multilingual contexts. I look forward to
working with you to contribute in this area,
and hope our next 25 years are as successful
as our first 25!

第 49 回全国大会
（オンライン開催）

新会長から就任あいさつ
James D’Angelo, Chukyo University
It is an honor to become 6th President of the
Japan Association for Asian Englishes. I hope
to do my best to follow in the footsteps of our
founder Nobuyuki Honna, as well as continue
the fine work done by past Presidents Ishida,
Hino, Yoshikawa, and Takeshita. JAFAE has
been blessed by a solid nucleus of scholars—
both older and younger—committed to
promoting a pluralistic view of English in
Japan. In addition, over the years, the JAFAE
Board and all of our members, have been
instrumental in the ongoing success of the
society.
As Professor Suresh Canagarajah just
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2022 年 7 月 31 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。

大会プログラム
総合司会: 柴田 美紀 (広島大学)
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: ジェイムズ・ダンジェロ (中京大学)
基調講演
13:05-14:20
“EIL Pronunciation Research and Practice:
Issues, Challenges, and Future Directions”
Ee Ling LOW (Nanyang Technological University)
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司会: 田中 富士美 (金沢星稜大学)
研究発表
司会: 榎木薗 鉄也 (中京大学)
14:30-15:00
1. Vowels in Asian Englishes Speech: Acoustics,
Functional Load, and Implications to the
Listening Pedagogy
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基調講演レビュー
池 沙弥 (名城大学)
EIL Pronunciation Research and Practice: Issues,
Challenges, and Future Directions
Ee Ling LOW (Nanyang Technological University)

NAGAMINE Takayuki (Graduate Student,
Lancaster University)
NISHIO Yuri (Meijo University)

15:00-15:30
2. Investigation into the Intelligibility of Bodypart Idioms in Different Varieties of English
KUROGI Kosuke (Osaka Prefectural Suito
Kokusai Jr. & Sr. High School)

15:30-16:00
3. あるブータン人英語ガイドの複層的なアイデ
ンティティ
佐藤 美奈子 (国立民族学博物館)
シンポジウム
16:10-17:10
日本語学から考える「日本英語」とその教育的可
能性
司会・発表：仲 潔 (岐阜大学)
発表：伊藤 創 (関西国際大学)
岩男 考哲 (神戸市外国語大学)
藤原 康弘 (名城大学)
17:10-17:15 閉会
閉会の辞: ジェイムズ・ダンジェロ (中京大学)
会員総会
17:15-17:30
議長: 川島 智幸 (群馬大学)

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 57 号

Dr. Ee Ling Low, in her keynote lecture
entitled ‘EIL Pronunciation Research and
Practice: Issues, Challenges, and Future
Directions’, argued for the urgent need for
teachers of English as an International
Language (EIL) to understand the recent
research in the fields of EIL phonetics and
phonology so that they can benefit their
students in the classroom. Low started with a
brief overview of the EIL paradigm. While
distinctive pronunciation of a variety of English
is often referred to as an obstacle in English as
a Lingua Franca (ELF) communication, Low
claimed that EIL refers to English varieties
used both for international and intercultural
communication, and that a polymodal, multivarietal approach to EIL pronunciation
teaching and learning with a recognition of
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pluricentric norms is necessary. With this in
mind, her lecture was divided into three main
themes—issues, challenges, and future
directions.
In the first section on issues, Low raised
two important questions: what standards can
be used to measure intelligibility, and to what
norms should EIL teachers and learners
adhere?
Adapting
the
speaker-listener
intelligibility matrix (Levis, 2005), Low (2015)
proposed the ‘listener-dominated norms.’ The
norms are dynamic and dependent on each EIL
context, but norms in context specifically
depend on where listeners come from. Also,
comparing an Inner-Circle English (British
English), an Outer-Circle English (Singapore
English), and an Expanding-Circle English
(Chinese English), she found that the rhythmic
patterns of Singapore English were statistically
different from British English and statistically
more similar to Chinese English. From this
result, she argued that new norms are
emerging. That is, Expanding-Circle English
varieties have shared features with OuterCircle Englishes, as well as their claimed model
of Inner-Circle Englishes. Thus, Low argues
that the Lingua Franca Core (LFC) needs to be
re-considered in terms of listeners being nonnative instead of native English speakers, and
in terms of updating the LFC components to
make them more inclusive of other varieties of
English.
The second issue Low discussed is defining
a ‘native’ English speaker. Traditionally, there
has always been a distinction between ‘native’
and ‘non-native’, but she demonstrates with
many definitions how fluid being ‘native’ is.
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Sharing her own experience in the U.K., she
identifies herself as a native speaker of
Singapore English, using English as her first
language, being capable of using the language
idiomatically and fluently, and having a good
lexical and grammatical intuition. However,
students and teachers often fall for what is
called the ‘native speaker fallacy’, without
realizing the fluidity of nativeness. Studies also
show that overall, students prefer Native
English-Speaking Teachers (NESTs) over NonNESTs (NNESTs), even though NNESTs often
have much higher qualifications than NESTs
and much deeper understanding of specific
learner difficulties.
This led the lecture to the second section of
challenges. First, Low argued that is it
important to embrace holistic, communicative
competence in EIL pronunciation teaching. She
stated that, in addition to the previously
proposed four dimensions of communicative
competence (grammatical, sociolinguistic,
discoursal, and strategic competences),
‘multicultural competence’ needs to be included.
Second, she discussed the challenges of
assessing pronunciation in the EIL context.
Referring to Jenkins (2006), Low emphasized
that test takers should not be penalized for
systematically using non-native varieties and
emerging EIL varieties, and that ‘localized but
internationally accepted’ norms should be
recognized. Most importantly, EIL users should
be given freedom to use their own norms to
express their unique socio-cultural identities.
Thus, there is a need to focus on
comprehensibility of the message and effective
communicative
outcomes
in
assessing
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pronunciation in EIL contexts, rather than on
how many of NS norms have been achieved in
their speeches. In order to do so, classroom
assessments need to incorporate both
diagnostic testing and progress testing.
Moreover, pre-service teacher programs need to
equip future teachers with the pedagogical tools
and sufficient knowledge, and to prepare them
for team teaching where both NESTs and
NNESTs can share their strengths with each
other.
In the last section of future directions, Low
discussed classroom improvements and
research implications. Incorporating LFC is
important in EIL pronunciation teaching, but
achieving native-like proficiency is unrealistic
and unnecessary. Instead, listener-dominated
norms need to be emphasized in teaching
pronunciation, which can then be utilized in
more authentic, contextualized pronunciation
assessments. Low also argued that local
researchers, educators, and authorities need to
develop our own local norms. In terms of
research directions, she pointed out four main
areas for further research: teacher preparation
programs,
EIL
pronunciation
teaching
pedagogies, debunking the ‘native speaker
fallacy’, and communicative strategies in EIL
contexts.
At the end of the keynote lecture, Low
proposed ‘5+2 minds’ for language teachers.
Especially in the current pandemic, teachers
need to have a disciplined mind with sufficient
knowledge, a synthesizing mind with the latest
available technology and research, a creating
mind with innovative teaching materials and
resources, a respectful mind to understand
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 57 号

No.57 (September 2022)

different perspectives and varieties of English,
an ethical mind in possessing technical
excellence, a digitally literate & savvy mind to
keep learning going no matter where and no
matter how, and an adaptive & ‘solutioning’
mind to work within the constraints. This
reminds us that we should not only keep up
with the current research and pedagogy, but
also keep our eyes open to ongoing global
activities and facilitate our students to better
understand the world through language. I am
sure that her talk made everyone’s weekend
‘worth it’ as she had promised in the beginning.
References
Jenkins, J. (2006). The spread of EIL: a
testing time for testers. ELT Journal,
60(1), 42-50.
https://doi.org/10.1093/elt/cci080
Levis, J. M. (2005). Changing contexts and
shifting paradigms in pronunciation
teaching. TESOL Quarterly, 39(3), 369–
377. https://doi.org/10.2307/3588485
Low, E.-L. (2015). The Rhythmic Patterning
of English(es). In M. Reed & J. M. Levis
(Eds.), The Handbook of English
Pronunciation (pp. 125-138). John Wiley
& Sons.

研究発表レビュー
田嶋 美砂子 (茨城大学)
基調講演後は、榎木薗鉄也氏（中京大学）の司
会の下、3 本の研究発表が行われた。以下に、各
発表をまとめる。
1 つ目の発表は、NAGAMINE Takayuki 氏
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（Lancaster University）と NISHIO Yuri 氏
（Meijo University）による“Vowels in Asian
Englishes speech: Acoustics, functional load,
and implications to the listening pedagogy”で
ある。この発表の目的は、functional load（FL）
の視点から、母音の差異がインテリジビリティに
与える影響を検証すること、そして母音対比の程
度を数値化する方法を探究することであった。先
行研究によると、FL の高い母音ペアとして、/ɛ/
と/æ/、/i:/と/ɪ/などが挙げられるが、諸英語ではこ
れらの区別が明確にはなされないことがあると
いう。発表者らは、FL の高い母音対比の程度が
大きければ大きいほど、インテリジビリティは上
がるという仮説の下、本研究を遂行した。本研究
では、さまざまな国・地域を出身とする英語話者
10 名に母音ペアが含まれた単文を発話してもら
い、まずはその母音ペアの発音自体を分析したそ
うである。また、インテリジビリティに関しては、
日本の大学生 26 名が聞き取りタスクに協力した
とのことである。
研究結果として、母音の差異とインテリジビリ
ティの相関関係についての仮説は、部分的な立証
に留まった旨、報告があった。また、今後の方向
性として、インテリジビリティを測るための手段
を再検討する可能性があることにも言及があっ
た。本研究は、2021 年度に日本「アジア英語」学
会からの助成を受け、実施されたものであり、今
回の発表を通じて、その成果が会員と共有された
ことになる。
2 つ目の発表は、KUROGI Kosuke 氏 (Osaka
Prefectural Suito Kokusai Jr. and Sr. High
School ） に よ る “ Investigation into the
intelligibility of body-part idioms in different
varieties of English”である。この発表の目的は、
諸英語でしばしば見られる身体の部位が含まれ
た表現のインテリジビリティを検証することで
あった。具体的には、日本の高校生 117 名を対象
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にアンケート調査を実施し、“dark-blooded”（フ
ィリピン系の英語で“evil”の意味）や“pull one’s
leg”（アングロ・アメリカ系の英語で“make fun
of”の意味）といった表現が正しく解釈されるか
どうかを分析したそうである。なお、上記を含め、
調査に使用した 6 つの表現はすべて、先行文献に
依拠しているとのことである。
研究結果として、“dark-blooded”のインテリ
ジビリティは高く、“pull one’s leg”のインテリ
ジビリティは低かったとの報告がなされた。前者
に関しては、“dark（暗い）”からの類推、さらに
は日本語の「冷血」からの連想が正しい解釈につ
ながったのではないかとの考察が提示された。一
方、後者の場合は、日本語に「足を引っ張る」と
いう表現があるために、誤って解釈する高校生が
多かったのではないかとのことである。最後に、
インテリジビリティとコンプリヘンシビリティ
の間には差異が存在することから、この差異を埋
める必要性にも言及があった。
3 つ目の発表は、佐藤美奈子氏（国立民族学博
物館）による「あるブータン人英語ガイドの複層
的なアイデンティティ」である。この発表の目的
は、ブータンの地方農村部から首都へと国内移住
したある家族を取り上げ、この移住が彼（女）ら
のアイデンティティ形成にどのような影響を及
ぼしているのかを検証することであった。使用さ
れたデータは、エピソードインタビューを通じて
入手した母親と息子 2 名の語りである。多言語社
会であるブータンでは、国内の移住であっても、
異なる地域への移動は言語圏の変化を意味し得
るという。本研究が対象とした家族の言語圏も、
移住を経て、シャーショプカ語という地方民族語
圏からブータンの国語であるゾンカ語圏へと変
化したとのことである。
本発表では、このような言語圏の変化がアイデ
ンティティ形成に与える影響は、母親と息子 2 名
で異なっている旨、報告があった。特に、ブータ
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ンで昨今、存在感をますます強めている英語が母
親にとっては「ツール」に留まっているのに対し、
息子たちにとってはアイデンティティ形成の重
要な一要素として機能しているそうである。
以上のように、3 本の発表はそれぞれ、音声に
関する研究、表現に関する研究、そして社会言語
学的な研究と、非常にバラエティに富んだ内容で、
本学会が射程とする学術的領域の幅広さを感じ
入る大会となった。

シンポジウム概要
藤原 康弘 (名城大学)
第 49 回全国大会のシンポジウムは、
「日本語学
から考える「日本英語」とその教育的可能性」を
テーマとして行われた。発表者はモデレーターで
あり発表者の仲潔氏（岐阜大学）
、日本語学を専門
とする伊藤創氏（関西国際大学）と岩男考哲氏（神
戸市外国語大学）、および本記事の執筆者である
藤原の 4 名である。本報告では、簡潔にこのシン
ポジウムの内容を振り返りたい。
「日本英語」の研究は、日本「アジア英語」学
会の主たる研究テーマの一つである。本学会のウ
ェブサイトの「基本方針」の欄に、
「アジアにおけ
る英語の国際化と多様化の観点からみた「ニホン
英語」の正当性に関するミクロ的、マクロ的論理
の構築」が主たるテーマの一つとして挙げられて
いる。発表者の一人である藤原も社会言語学、応
用言語学、コーパス言語学の観点から、「日本英
語」を研究してきた一人である。
しかしながら、私自身のものも含めて、ほぼす
べての関連の研究は「英語」の研究的背景を持つ
学者によるものであり、それゆえ「日本語」の言
語学的考察が脆弱なものが多い。そこで本シンポ
ジウムでは日本語学を専門分野とする研究者を
招聘し、
「日本英語」の研究の学際的な拡がりを意
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 57 号
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図したものである。
まず伊藤氏は日本語と英語の自動詞／他動詞
の使用傾向に焦点を当て、日本語の特徴を論じた。
かねてより日本語は自動詞（e.g., あら、ミルクが
こぼれた）、英語は他動詞（e.g., Oh, no, she
spilled the milk）を多用する傾向が指摘されてお
り、近年のコーパスを使用した研究でも全体的に
は同様の傾向が確認されている。それにはおそら
く言語的差異の背景に認知的事態把握の差異が
ある。
しかしながら自動詞を多用する日本人英語学
習者にとって、必ずしも英語の自動詞表現の習得
が容易なわけではない。その事象に着目し、自動
詞を(I) 意図的行為、(II) 非意図的行為、(III) 自
然発生的事象、(IV) Agent の背景化の４カテゴリ
ーに分類し、特にⅣの習得が困難であることを指
摘した。その上で、日本人英語学習者と英語母語
話者の間には自動詞／他動詞の使用比率のみな
らず、自動詞の上記カテゴリー別の使用比率につ
いての差、および英語の習得に伴う同比率の変化
について検証する必要性を示唆した。

次に岩男氏は日本語の名詞／形容詞述語文に
焦点を当て、
「うなぎ文」と呼ばれる現象を紹介し
た。日本語はたとえば「僕は珈琲だ」
（I’m coffee）
、
「今日は忙しい」
（Today is busy）のように解釈
においてコンテクストに依存する部分が大きい
とされる「うなぎ文」と呼ばれる表現がある。従
6
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来、日本語ではこの「うなぎ文」が頻繁に用いら
れるのに対し、英語ではそれは極めて稀だとされ
てきた。この差異は日本人英語学習者の使用する
英語に何らかの影響があるのではないかと指摘
した。

続いて藤原は上述の両氏が指摘した日本語の
特徴が日本人英語学習者の使用する英語に確認
できるかを検証した結果を提示した。具体的には
1）自動詞／他動詞の比率および自動詞のカテゴ
リー別比率と 2）
「うなぎ文」の使用傾向に焦点を
当 て 、 ICNALE （ The International Corpus
Network of Asian Learners of English）という
学習者コーパスの書き言葉のコンポーネントを
用いた分析結果を提示した。
結果は、1)は日本人英語学習者と英語母語話者
にさほど大きな差異はなく、日本人英語学習者は
CEFR （ Common European Framework of
References）の基準で、A2 から B2 へと能力が高
くなっても、その使用傾向は変わらないこと、2）
は「うなぎ文」の頻度はさほど高くなく（本分析
の抽出文においては 2-3%）
、その使用比率は A2
から B2 へと能力が高くなっても変わらないこと
が分かった。いずれの結果も限られたトピック、
書き言葉のデータの一部の抽出文であるために、
暫定的な結論であるものの、両側面の日本語の影
響はさほど大きくないことが示唆された。
最後に仲氏は上記の日本語学とコーパス言語
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 57 号
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学的分析からの指摘を受け、英語教育がこれらの
知見をどのように受け止めるべきかを議論した。
まず氏は、
「日本人英語」ないしは「英語の多様
性」に対する肯定／否定という態度、および英語
教育への従事／不従事というスタンスという２
項目からマトリックスを示した。すなわち、
（1）
日本人英語に対して肯定的かつ英語教育に従事
するという「国際共通語としての英語教育」
、
（2）
日本人英語に対して肯定的かつ英語教育には従
事しない「他／多言語教育の推進」
、
（3）日本人英
語に対して否定的かつ英語教育に従事しない一
般的に受け入れられがちな言説、
（4）日本人英語
に対して否定的かつ英語教育に従事する、標準英
語を規範とした伝統的な英語教育、という 4 つの
異なる次元に分類した。その上で、各々の立場に
おいて上述の各領域から問いかけられる言語現
象がどのような影響をもたらしうるのかを整理
した。
その後、仲氏の司会の下、フロアからは言語学
的、第二言語習得的観点からの質問や意見交換が
なされた。
本企画は、このニューズレターの記事を書いて
いる藤原が発案したが、その意図は「日本英語」
はもちろんのこと、日本語母語話者を対象とした
「英語教育」においても、
「日本語学」の観点が必
要 と い う 認 識 か ら 来 て い る 。 ま た World
Englishes や English as a lingua franca の分野
は社会言語学的、語用論的性格が強く、言語学、
統語論の観点が脆弱という問題意識もある。本学
会は多様性を積極的に認める方向性を社会に示
している。今回のように、まず広いトピックを受
容可能なシンポジウム枠で学際的な研究の拡が
りが図られることを期待したい。
最 後 に な っ た が 、 本 研 究 は JSPS 科 研 費
20K00794、
「日本語母語話者の事態描写の「型」
に即した「学習にやさしい英語」の研究」の助成
を受けている。ここに謝意を示したい。
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書籍紹介
本学会創設者、名誉会長・本名信行先生による新
著『多文化共生時代に学ぶ英語』が、玉川大学出版
部より出版されました。（2022 年 9 月 16 日刊行）

＜帯の文言より引用＞
21 世紀のグローバル化時代に求められるスキルは
異文化間の英語コミュニケーション能力
英語は現在、多国間・多文化間の伝え合いを可能
にする国際言語として大きな役割をはたしています。
その多様性を尊重し、相互理解をはかるためにはど
のような課題があるかを、さまざまな視点から考えて
みましょう。

事務局だより
相川 真佐夫 (京都外国語大学)
1. 総会時の審議事項について
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 57 号

No.57 (September 2022)

第 49 回大会（2022 年 7 月 31 日）時に行われ
た総会について報告致します。
まず、審議事項の１点目として、2021 年度の
事業報告と決算報告および監査報告が行われ、承
認されました。
2021 年度は、
全国大会が第 47 回、
第 48 回と、2 回オンラインで行われ、基調講演
者として、それぞれ Annette Bradford 氏、Andy
Kirkpatrick 氏をお迎えいたしました。出版物は、
研究紀要『アジア英語研究』第 23 号、ニューズ
レター55 号、56 号発行でした。また、研究助成
には、長峯貴幸氏（ランカスター大学博士後期課
程）
、西尾由里氏（名城大学）の両氏による研究課
題「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」を採択いたしま
した。さらに、２年に一度開催される 2022-2023
年度理事の選挙が行われました。決算報告は、次
頁の表をご覧下さい。本学会は、税理士法人ティ
ーブレイン所属社員税理士（林聖二氏）の外部監
査を受けております。2022 年 6 月 20 日に監査を
受け、
「一般会計並びに 30 周年記念事業会計に関
する計算書、諸帳簿を監査した結果、適正に処理
されていることを認めます。
」と、報告されまし
た。
次に、審議事項の２点目として、2022 年度の
活動計画と予算案が提出され、こちらも承認され
ました。2022 年度も、全国大会が２回オンライ
ンで開催されます。第 49 回大会は、すでに開催
済みで基調講演者として Ee Ling Low 氏をお迎
えいたしました。第 50 回大会では Suresh
Canagarajah 氏にご講演をお願いしております。
研究紀要 第 24 号の発行、２回のニューズレタ
ー発行、ホームページの増設を検討しております。
なお、研究助成については、2021 年度内に申し
込みを受け付けましたが、採択の該当者がなかっ
たことを決定しておりますので、予算には計上し
ておりません。予算は、次頁をご覧下さい。
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2021年度決算報告
【一般会計】[2021年4月1日～2022年3月31日]

項目
年会費収入

収
入
の
部

（正会員135口）

(675,000)

(500,000)

（学生会員6口）

(18,000)

(15,000)

（法人会員1口）

の
部

項目
年会費

収

2022年度予算額 2021年度予算額
645,000

545,000

（正会員120口）

(600,000)

(500,000)

（学生会員5口）

(15,000)

(15,000)

（法人会員1口）

(30,000)

(30,000)

3,000

3,000

10,000

10,000

0

0

1,300,741

1,175,662

1,958,741

1,733,662

(30,000)

(30,000)

7,000

3,000

31,160

10,000

大会補助金

0

0

大会補助金

普通預金利息収入

6

0

前年度繰越金

761,166

558,000

62,200

100,000

事務運営費

40,000

80,000

紀要製作費

102,300

150,000

通信費

40,000

40,000

事務運営費

34,446

80,000

文具費

5,000

5,000

WEBサイト保守管理料

92,730

90,000

印刷代

5,000

5,000

通信費

54,575

40,000

人件費

40,000

40,000

1,636

5,000

WEBサイト保守管理料

176,000

90,000

紀要製作費

150,000

150,000

200,000

100,000

200,000

200,000

0

100,000

150,000

150,000

全国大会参加費収入
紀要販売収入

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

16,200

40,000

0

5,000

100,000

100,000

入
の
部

全国大会参加費
モノグラフ・紀要販売売上

収入合計

支
出
の
部

全国大会（講演謝礼
・アルバイト料含む）

0

200,000

モノグラフ補助費

150,000

150,000

研究助成金

22,000

22,000

636,087

982,000

会計監査費用

22,000

22,000

125,079

△424,000

次年度繰越金

930,741

751,662

＜前期繰越＞

1,175,662

1,175,662

1,958,741

1,733,662

＜次期繰越＞

1,300,741

751,662

30周年記念事業会計へ
会計監査費用
支出合計
＜当期差引収支＞

【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

2021年度決算額 2021年度予算額
150,000

150,000

収入合計

150,000

150,000

支出合計

0

0

＜当期差引収支＞

150,000

150,000

＜前期繰越＞

450,000

450,000

＜次期繰越＞

600,000

600,000

収入
の部

支出
の部

（単位：円）

2021年度決算額 2021年度予算額
545,000

全国大会（講演謝礼）

出

（単位：円）

723,000

収入合計

支

2022年度予算

日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 57 号

30周年記念事業

支出合計

3 点目の審議事項として、学会会則の改定が発
議され、承認されました。第７条（事務局）の場
所の変更です。
〒615-8558 京都市右京区西院笠目町６
京都外国語大学
外国語学部
相川真佐夫研究室内
それに伴って、
（付則）に「改正 2022 年 7 月
31 日一部改正」が付記されました。
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2. 2022～2023 年度理事選挙結果および新理事
体制
2022～2023 年度の理事体制として、下の表の
ように理事（所属）と担当が報告されました。新
会長として、理事の互選により、ジェイズム・ダ
ンジェロ氏が選ばれ、総会にて報告されました。
氏名

所属

No.57 (September 2022)

5. 2023 年度研究助成について
2023 年度の研究助成の応募を 2022 年 12 月 1
日から 12 月 20 日まで行います。今回から、応募
書類をメール添付で行えるように致しました。会
員の皆様におかれましては、ふるってご応募くだ
さい。

担当

相川真佐夫

京都外国語大学 事務局長

池沙弥

名城大学

会計

榎木薗鉄也

中京大学

事務局

川島智幸

群馬大学

広報

リーア・ギルナー

愛知大学

広報

柴田美紀

広島大学

ニューズレター

城座沙蘭

上智大学

事務局

田嶋美砂子

茨城大学

会計

田中富士美

金沢星稜大学

紀要

ジェイムズ・ダンジェロ 中京大学

会長

藤原康弘

名城大学

会計

米岡ジュリ

熊本学園大学

紀要編集（長）

3. 名誉会員について
この度、新たな名誉会員として、吉川寛氏（中
京大学）が理事会で承認され、総会時に報告され
ました。総会時には、ご本人によりご挨拶を頂戴
いたしました。

ニューズレター編集担当より
柴田 美紀 (広島大学)
会員の皆さまのおかげで、無事、ニューズレタ
ー57 号を刊行できました。ありがとうございま
した。
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 (本学会の趣旨に関連するもの)、
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、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。

4. 紀要『アジア英語研究』について
本学会紀要『アジア英語研究』第 24 号は、今
秋発行予定です。通常は発行が６月であるところ、
締め切りを延ばしたこともあり秋の発行となり
ます。
第 25 号（2023 年発行）への投稿を募集してお
ります。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 2023 年 3 月末を締め切り
としております。詳細はホームページをご覧下さ
い。なお、発行は 7 月末～９月初旬を予定してお
ります。
日本「アジア英語」学会 ニューズレター第 57 号

10

JAFAE Newsletter

No.57 (September 2022)

2022 年 9 月 30 日発行
編集・発行 日本「アジア英語」学会
代 表 者 ジェイムズ・ダンジェロ（中京大学）
事務局長 相川真佐夫（京都外国語大学）
編 集 長 柴田美紀（広島大学）
事 務 局 〒615-8558
京都市右京区西院笠目町 6
京都外国語大学 外国語学部 相川真佐夫研究室
内
E-mail: jafaeoffice@gmail.com
学会ウェブサイト：http://www.jafae.org
年会費振込先：
ゆうちょ銀行から振込
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） 当座
口座番号 0003239
<< JAFAE Secretariat >>
Office:
c/o AIKAWA, Masao
Faculty of Foreign Studies
Kyoto University of Foreign Studies
6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto 615-8558
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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