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言語文化教育研究学会研究集会のこれまで
私と研究集会との関わりからふりかえる
瀬尾

匡輝 *

（茨城大学）

概要
言語文化教育研究学会の研究集会は，(1) 対話を重視した集い，(2) 様々なカタチを
キーコンセプトとして，日本国内外の地域でこれまで計 7 回の研究集会を行ってきた
（2020 年 5 月時点）。そして，プレ企画やポスト企画を行うことで，研究集会のテーマ
について一過性ではない継続的な議論を実現することを目指してきた。私たちはなぜ
このようなコンセプトで研究集会を行うようになったのだろうか。本稿では，私が研
究集会委員会の委員長として携わった第 3 回から第 7 回までの研究集会をふりかえり，
言語文化教育研究学会の研究集会がこれまで何を目指し，何をしてきたのかを報告す
る。そして，
学会や研究会の「場」としての魅力をどのように最大限生かすことができ
るのかを議論する。
キーワード

研究集会，活動のふりかえり，学会や研究会の「場」としての魅力，つながりを生み出す場
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1．本稿の目的

の委員長の任期を終えた今，これまで研究集会に関
わってきた経験をふりかえり，学会や研究会の「場」

「研究集会って地方でやる年次大会でしょ？」

としての魅力をどのように最大限生かすことができ

「研究集会って年次大会の小さい版でしょ？」

るのかを議論する。

このようなことを言語文化教育研究学会の会員に

2． 私が研究集会に関わるようになるま

言われたことがある。しかし，研究集会は決して年

で

次大会の縮小版ではなく，独自に様々な試みを行っ
てきた。だが，私自身も言語文化教育研究学会が立
ち上がったときから研究集会に関わってはきたもの

私と研究集会との関わりは，2013 年 12 月に山口

の，研究集会とはいったい何なのかを立ち止まって

県の徳山大学で行われた「言語文化教育研究会徳山

考えたことはなかった。研究集会はこれまで何を目

セッション 」に参加することから始まった。この研

指し，何をしてきたのだろうか？

究会は，現在の研究集会の前身であった。当時，私

1

研究集会委員会
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は香港で働きながら，日本の大学院の博士課程に

い時間を過ごすことができた。そして，その時に研

通っていた。しかし，遠隔で指導を受けていたこと

究集会委員長を務めていた古屋憲章氏に声をかけて

もあり，他の院生との交流はなく，一人黙々と研究

もらい，私は 2015 年 4 月から研究集会の委員になっ

を進めていた。そのため，研究について語り合った

た。

り，自分の研究に対するフィードバックが得られる
場を求めて，私はいろいろな学会に参加していた。

3． 第 3 回研究集会 in 香港「言語教育の

言語文化教育研究会徳山セッションもその一つであ

『商品化』と『消費』を考えるシンポ

り，山口のおいしい河豚を食べたいという気持ちも

ジウム」 （2016 年 7 月 16 〜 17 日）

3

加わって，参加することにした。
徳山での研究集会は，これまで私が参加した学会

研究集会委員になった 1 年目（2015 年）の 6 月に，
4

の中でも斬新なものだった。20 名ほどの参加者が一

金沢で第 2 回研究集会 が行われた。だが，事前準備

つの教室で机をコの字型にして，口頭発表が行われ

は協力したものの，金沢での研究集会は勤務校の業

ていた。何よりも斬新だったのは，口頭発表の後に

務の都合で参加することができなかった。

20 分もの時間が議論のために設けられていた点で

金沢の次は香港で研究集会を行うことになった。

ある。それまで私が参加していた学会では，口頭発

私が研究集会委員になったのは，言語文化教育研究

表の後に質疑応答が 10 分設けられていることが多

学会として将来的に海外で研究集会を開催したいと

く，その倍の 20 分も議論をすることに最初は驚い

いう意向があったからである。また，当時世界各

た。だが，実際に 20 分の議論を行うと，表面的な質

地域の日本語教師がオンラインの活動を通して集

問のやりとりで終わるのではなく，やりとりを通し

う『つながろうねっト』 というグループを運営して

て新たな研究の方向性や着眼点に気づくことができ

いたこともあり，学会としても連携団体との共催事

た。そして，土曜日と日曜日の 2 日間同じ教室で少

業を増やしたいという思惑があったようだ。だが，

人数で議論を重ね，また懇親会や二次会，ランチ会

香港で研究集会を行うことが検討されてはいたもの

でさらに話し合いをしていくなかで，他の参加者と

の，私は 2015 年に香港から現勤務校に異動していた

の親睦を深めることができた。当時の私には日本で

ため，現地で核となって会場の手配などをすること

知り合いも少なく，学会に参加してもなかなか他の

が難しくなってしまっていた。そこで，つながろう

参加者と交流する機会がなかった。それゆえ，この

ねっトのメンバーでもあった香港大学の橋本拓郎氏

ように参加者と研究について深く語り合える場はい

の協力を得ながら，言語文化教育研究学会，つなが

いなと思いながら，香港に戻ったのを今でも鮮明に

ろうねっト，香港大学 School of Modern Languages

覚えている。

and Cultures 日本研究学科日本語プログラムの 3 団

5

その時の楽しかったという記憶が頭にあり，2014

体による共催事業として，2016 年 7 月に香港大学で

年 12 月に大分県の明日香日本語学校で行われた言
2

語文化教育研究学会の第 1 回研究集会 にも参加す

3

http://alce.jp/meeting/p3.html

ることにした。この時も，発表 20 分，議論 20 分とい

4

http://alce.jp/meeting/p2.html

う時間が設けられ，懇親会・ランチ会と含めて楽し

5

つ な が ろ う ね っ ト の ホ ー ム ペ ー ジ：https://www.

facebook.com/tsunagarounet/。つながろうねっトの活動
については，瀬尾，ほか（2012）及び瀬尾，ほか（2016）

2

https://alce.jp/meeting/p1.html

を参照のこと。
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7

シンポジウムを行うことにした。この時から，私は

はないかと考えている 。

言語文化教育研究学会の研究集会委員会の委員長を

以下にシンポジウムで行った各企画について述べ
8

2020 年 3 月まで務めた。

る 。

香港でのシンポジウムのテーマは，
「言語教育の

3．1．特定課題セッション

『商品化』と『消費』を考える」であった。私は，香
港の社会人教育機関で 3 年間日本語を教えた。かれ
らがなぜ日本語を学んでいるのかを考えていくなか

すでに述べたように「言語教育の商品化と消費」

で，余暇活動として日本語を学ぶ学習者の存在に出

というテーマに沿った発表があまり集まらないので

会い，つながろうねっトのメンバーとも議論を重ね

はないかという不安があった。また，言語文化教育

6

ていた 。そして，学校が学習者を獲得するために，

研究学会は全ての言語の教育を対象とした学会では

言語教育を一つのサービスとして売り出し，「商品

あったものの，当時は日本語教育関係者の会員が多

化」しているところがあるのではないかと考えるよ

く，日本語教育以外の発表者及び参加者が見込めな

うになっていた。そこで，約 7 割の学習者が民間日

いのではないかという心配があった。そこで，英語

本語学校や大学付属の社会人教育機関で学んでいる

教育分野で言語教育の商品化と消費に関する研究を

香港で，このテーマについて議論を行いたいと思っ

している研究者に発表をお願いした。発表はそれぞ

た。

れ 20 分で，他の口頭発表同様にそれぞれ 20 分の議

香港でのシンポジウムの開催準備で難航したの

論の時間を設けた。そして，4 つの発表をまとめて，

は，学会初の海外でのイベントに参加者を集め，シ

特定課題セッションと銘打った。予算の関係から，

ンポジウム運営のための予算を確保しなければなら

発題者全員に香港まで来てもらうことが難しかった

なかったことである。
「言語教育の商品化と消費」

ため，次節で述べるようにオンラインでの発表を可

というニッチなテーマにどれぐらいの人が集まるの

能とし，4 つのうち 2 つはそれぞれアメリカとオース

か，企画し始めたときには全く読めなかった。参加

トラリアから発表してもらった。

者が集まらなければ，十分な予算を確保することが

3．2．オンラインによる発表

できず，シンポジウムを行うこと自体が難しくな
る。そこで，参加者にとってシンポジウムを魅力的
なものにすることでより多くの参加者を集めようと

2020 年，新型コロナウィルス感染拡大予防のた

考え，下記に述べるような様々な企画をシンポジウ

め，学会や研究会がオンラインで開催されるように

ムで行うことにした。シンポジウムのテーマと同様

なった。研究集会では，2016 年の香港のシンポジウ

に，シンポジウム自体を

しようとしたの

ムで初めてオンラインによる発表を行っている。こ

である。そして，このような様々な企画を行うこと

のように 2016 年時点でオンラインによる発表を可

商品化

がその後の研究集会を方向付けることになったので

7

ただ，最終的には香港大学 School of Modern Lan-

guages and Cultures 日本研究学科より多くの資金の援
助を得ることができたため，非常に豪華なシンポジウム
となった。
8
6

シンポジウムのプログラムは下記のリンクを

参 照 の こ と。https://sites.google.com/site/research

その過程については，久保田，ほか（2014）
，米本，

ほか（2013）を参照のこと。

seminar03/program
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能とした背景には，研究集会委員の私たちがつなが
ろうねっトを運営していたことがあっただろう。私
たちは，海外で日本語を教えるなかで，経済的・時間
的に主に日本国内で行われる日本語教育の学会に参
加することが難しいという経験をしていたため，オ
ンラインテクノロジーを用いた勉強会を開催してい
た。そして，オンラインを駆使した勉強会をしてい
くなかで，海外に住んでいるからというだけではな

写真 1

く，子育てや介護のために学会に参加することが難

オンラインによる発表

しい人や，日本国内でも地方に住んでいる人にとっ

つながらなかった場合には，議論の時間に会場内の

ては都市部で開催される学会に頻繁に参加すること

参加者に発表について話し合ってもらい，話し合っ

が難しいという声を耳にすることがあった。香港の

た内容と質問を司会がまとめて発表者に E メールで

シンポジウムでは，当初 3．1．で述べた特定課題

送り，後日質問に対する回答を事務局に送ってもら

セッションのみをオンラインで行うことを検討して

い，それを会場にいた参加者と共有しようと考えて

いたが，シンポジウムの参加者数を増やしたいとい

いた。

うことと，経済的・時間的に学会に参加することが

3．3．クラウドファンディング

難しい人々にも発表の機会を提供したいと考え，口
頭発表やポスター発表，パネル発表，フォーラムで
もオンラインによる発表を募集することにした。結

シンポジウムの参加者を増やすことが必要であっ

果，オンラインでの発表には，委員会で企画をした

たため，私たちはいろいろな方法でシンポジウムの

特定課題セッションの 2 名（アメリカ，オーストラ

広報をすることを考えた。その一つが，クラウド

リア）及び教材セッションの 1 名（日本）のほかに，

ファンディングによる資金集めだった。当初は，シ

口頭発表（公募）に 1 名（ポーランド）の参加があっ

ンポジウムを開催するためのお金をクラウドファン

た。

ディングで集めることを考え，シンポジウムの参加

オンラインによる発表では，インターネットや

費や報告集の購入権をリターンとすればよいのでは

コンピュータのトラブルに備え，発表者には事前

ないかと思っていた。だが，クラウドファンディン

に Microsoft PowerPoint のスライドショーの記録機

グの運営会社と話し合ったところ，そのような目的

能を用いて発表を録音してもらった。そして，映像

では支援者からの共感が得られず，達成しにくいと

ファイルに変換したものを事務局に送ってもらい，

いう指摘を受けた。そこで，委員会でも再度検討を

当日はそれを 20 分の発表時間に会場で上映した。そ

し，経済的援助の少ない若手研究者や実践者がシン

の後，20 分の議論の時間には，Google ハングアウ

ポジウムに参加できるようにするための助成金の費

9

用をクラウドファンディングで募ることにした。

ト を用いて他地域にいる発表者につなぎ，会場とや

10

りとりをした。すべてのオンラインセッションでト

クラウドファンディングは，「READY FOR 」の

ラブルはなかったが，万が一発表者とネット回線が

サ ー ビ ス を 用 い て，2016 年 1 月 21 日 か ら 3 月 1 日

9

10

現在は Google Meet に移行。
216

https://readyfor.jp/

『言語文化教育研究』18（2020）

までの 40 日間で，10 万円を獲得することを目指し
11

た 。結果，123,000 円の支援を獲得することができ，
そこからリターンの購入・配送料を引いた 10 万円を
助成金として使用することにした。助成金には 12 名
の応募があり，2 名に 3 万円を，2 名に 2 万円を支給
した。
クラウドファンディングのリターンには，香港で
販売されている多種多様な「出前一丁」（日清食品
写真 2． 抽選会

の即席麺）
，コーヒーと紅茶を混ぜた「鶯鶯茶」の
インスタントの粉末飲料，香港の中華菓子の老舗の

なかった分については，シンポジウム会場に書籍の

奇華餅家のお茶などの香港土産のほか，言語教育の

展示コーナーを設置し，参加者が手に取って閲覧で

12

商品化と消費を語らう会に参加できる権利 （3,000

きる機会を設けた。そして，それらの書籍は，シン

円）
，シンポジウムの基調講演のビデオを閲覧する

ポジウムの閉会式で抽選会を行い，シンポジウムに

権利（3,000 円），出版社や著者から寄贈された書籍

最後まで出席してくださった参加者にプレゼントす

（3,000 〜 5,000 円）
，あなたのところに 2 時間行きま

ることにした。特に海外で行われるシンポジウムに
は，帰りの交通の都合のため閉会式まで残ってくれ

す権（10,000 円）などを加えた。
「あなたのところに行きます権」は，基調講演者か

る参加者が少ないということを感じていたため，少

シンポジウム運営委員の一人がリターン購入者のも

しでも多くの参加者がシンポジウムの最後まで残る

とに派遣され，講演やワークショップ，ディスカッ

といいなと思い，実施したところもあった。

ション，カウンセリングなどを 2 時間行うというも
のだった。1 万円のリターンにもかかわらず好評で，

3．3．教材セッション・特別セッション

合計 7 名からの支援があった。
次に，出版社や著者から寄贈された書籍だが，当

委員の声から，様々な企画が立ち上がるのも研究

初は出版社に協賛をお願いし，シンポジウム運営の

集会のおもしろいところである。例えば，「教材を

ための資金を援助してもらおうと考え，出版社にコ

商品として売り出すまでの裏話が聞けたらおもしろ

ンタクトしていた。しかし，海外で行われる学会に

い」という委員の声から，教材作成者に教材の紹介

対してはあまりお金を出さないという返答を得たこ

やデモンストレーションとともに，出版に至るまで

とから，出版社に基調講演者や言語文化教育研究学

の経験も共有してもらう「教材セッション」を企画

会関係者の書籍を献本してもらい，それをリターン

した。教室とブースの 2 つのタイプがあり，教室で

として使わせてもらうことにした。だが，たくさん

はワークショップ形式，ブースではブースを訪れた

の書籍を出版社や著者から献本してもらえたため，

参加者に個別に説明するかたちをとった。また，笈

クラウドファンディングのリターンとして使用でき

川幸司氏が，日本語講演マラソンやテレビ出演など
を通して積極的に日本語教育の商品化に努めている

11
12

のではないかという委員の声を受け，特別セッショ

https://readyfor.jp/projects
/support-languageeducators

ンとして，及川氏による 30 分のワークショップ，30

詳細については，3．6．を参照のこと。

分のディスカッションを企画した。
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「研究集会委員会は，大学のサークルのようだ」
と形容する委員もいるが，自分たちの「これをやっ
てみたい」という何気ない一言や小さなアイディア
が委員会内で大きく育ち，それが実現されていくの
が，研究集会委員会のよさなのではないかと感じて
いる。

3．4．基調講演者による対談／ディスカッション

写真 3 ．対談

セッション

3．5．プレ企画

委員会で企画を進めていくなかで，学会やシンポ
ジウムに参加して悶々としてしまうのはどのような
ときかという話になった。その中で，基調講演者の

香港でのシンポジウムの開催が決まった 2015 年

一方的な発題で終わってしまったり，複数の基調講

からプレ企画を行い，積極的に広報活動をしてき

演者の発題間につながりが見えなかったりするとよ

た。

くないのではないかという意見が出た。こうして，
基調講演者同士の対談が企画された。そして，基調

3．5．1．日本語学習・日本語教育の商品化と消費

講演者がそれぞれの思いや考えをやりとりすること

という視点から教室・学習者・教師を問い直す

に加え，対談の議論をフロアにも開き，参加者全員

2015 年 3 月 21 日に東洋大学で行われた言語文化

が議論に参加できるようにした。

教育研究学会第 1 回の年次大会のテーマは，「教室・

また，シンポジウムの最終プログラムには，ディ

学習者・教師を問い直す」だった。私たちは，年次

スカッションセッションを設けた。ディスカッショ

大会のテーマに合わせ，
「日本語学習・日本語教育の

ンセッションでは，参加者が小グループに分かれ，

商品化と消費という視点から教室・学習者・教師を

シンポジウムに参加して感じたことや思ったことに

問い直す」という勉強会を行った。勉強会は，東洋

ついて話し合った。このようなふりかえりの時間を
設けたのには，委員である私たちが学会に参加し，
帰りに「あの発表は…」
，
「あれって…」というように
話し合い，そこから発表に対して理解を深めたり，
新たなアイディアが生まれたりすることがあり，そ
のような場をシンポジウムにも作りたいと考えたか
らだった。シンポジウムに参加し情報をたくさん得
たなかで，自分のことばにして考える時間を設ける
ことで，参加者に「何か」を持ち帰ってほしいと願っ
たのである。
映 像 1． 勉 強 会 前 に 公 開 し た ビ デ オ。https://youtu.be/

MVk5RzhvyMI
218

『言語文化教育研究』18（2020）

大学の会場に加え，Google ハングアウトを用い，オ
ンラインでの参加も可能とした。
勉強会の開催にあたって，事前にホームページ上
に学習者や学校に「消費される教師」を描いたビデ
オ（映像 1 参照）を公開し，ビデオの視聴者にオン

写真 5

ラインのアンケートに答えてもらった。そして，勉

意見をまとめたコラージュ。研究集会委員の米本和

弘氏が作成。

強会の当日には，アンケートの結果をもとに議論を
行った。

置させてもらった。そして，ブースでは，委員が商
品化と消費の事例を紹介するとともに，ブースに立

3．5．2．言語教育の「商品化」と「消費」を考える

ち寄ってくれた参加者に，言語教育が商品化される

― 2016 年 7 月シンポジウムへ向けて

ことに賛成するか，反対するかを表明してもらい，

2016 年 3 月 13 日に武蔵野美術大学で行われた言

「賛成／反対」のシールをポスターに貼ってもらっ

語文化教育研究学会第 2 回の年次大会では，フォー

た。加えて，意見を書いた付箋を貼ってもらい，言

ラム発表を企画した。フォーラム発表では，言語教

語教育の商品化と消費に対するそれぞれの意見や考

育の商品化と消費について意見交換を行いながら，

えを語ってもらった。

様々な立場・視点から議論することを目指した。具

3．5．3．久保田竜子『グローバル化社会と言語教

体的には，まず，年次大会の受付近くにブースを設

育』を読む
2016 年 6 月 25 日，言語文化教育研究学会第 43 回
月例会として，シンポジウムの基調講演者の久保田
竜子氏の著作『グローバ化社会と言語教育 ― クリ
ティカルな視点から』
（久保田，2015）の言語教育の
商品化と消費に関わる論文 2 本を読む読書会を行っ
た。参加者には，月例会までに以下の論文を読んで
もらった。

• 第 4 章 言語道具主義への問い ― 英語・新自
由主義・日本における言語テスト

• 第5章

余暇活動と消費としての外国語学習

― 楽しみ・願望・ビジネス英会話を考える
そして，月例会の当日には，グループに分かれ，
論文の内容について話し合ったり，事例をあげたり
しながら，論文に対する理解を深めた。
月例会の参加者と話し合うなかで，シンポジウム
に興味を持ちながらも，時間的な都合で参加できな
い人がいることに気がついた。そこで，シンポジウ
ム後に日本でも言語教育の商品化と消費について議

写真 4. フォーラムで使用したポスター
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論ができる場が設けられないかと思い，基調講演の
上映会と言語教育の商品化と消費を語らう会をポス
ト企画として行うことにした。

3．6．ポスト企画 ― 基調講演上映会・言語教育の
商品化と消費を語らう会

シンポジウム終了から 2 か月後の 2016 年 9 月 23 日
に早稲田大学で「基調講演・対談上映会」と「言語
教育の商品化と消費を語らう会」を行った。基調講
演・対談上映会では，久保田竜子氏と神吉宇一氏の
基調講演と対談をビデオ録画したものを会場のスク
リーンに投影し，約 3 時間かけて視聴した。その後，

写真 6．Amazon Kindle で販売されている報告集の表紙

大学近くの中国飯店佳里福で「言語教育の商品化と

14

消費を語らう会」を行い，おいしい中華とお酒を片

ロード ，54 冊の有料ダウンロード，16,000 の既読

手に議論をかわした。

KENPC があり，合計 18,866 円の収益があった。電

15

子書籍で得られた利益は言語文化教育研究学会に寄

3．7．Amazon Kindle 電子書籍による報告集の刊行

付している。

3．8．ご当地グルメ持ち寄り

香港でのシンポジウムの成果をまとめることを目
的に，報告集を出すことにした。しかし，単に報告
集を出すだけではおもしろくないと考え，(1) 研究

すでに述べたように，シンポジウムの企画を始め

や実践を発表する新たな方法として電子書籍での出

た当初は十分な運営費がなく，コーヒーブレイクを

版を一つのモデルとして提示できないかということ

設けても，提供するお菓子や飲み物が準備できない

と，(2) シンポジウムのテーマであった「商品化」に

のではないかという懸念があった。そこで，お菓子

沿い，報告集という商品を作り出す過程を研究集会

がなければ，参加者に各自持ってきてもらえばいい

でもやってみようと考え，Amazon Kindle の電子書

のではないかという発想から，参加者が住んでいる

13

籍で報告集を出版し，販売することにした 。報告集

地域や出身地にある「商品化」された「ご当地グル

には，基調講演と基調講演者の対談を文字起こしし

メ」「ご当地お菓子」を持ってきていただき，コー

たものほか，発表者・助成金受給者による 21 本の

ヒーブレイク・懇親会の時間に参加者全員で楽しむ

論文・報告，シンポジウム運営委員によるふりかえ
りと裏話を収録した。2016 年 10 月に 1 冊 308 円で販

14

売を開始し，2020 年 4 月までで 392 冊の無料ダウン

定して無料で販売することができる。シンポジウムの参

Amazon Kindle では，キャンペーンとして 5 日に限

加者や言語文化教育学会の会員に周知し，ダウンロード
をしてもらった。
13

15 Kindle Unlimited の読み放題で読まれたページ数。1

https://www.amazon.co.jp/dp/B01MEF9WNE/ で購入

することができる。

ページめくるごとに収益が発生する。
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言語文化教育研究学会の研究集会は，開催
地域で特に話題や議論になっていることを
テーマにし，参加者が語り合える場を創出す
ることを目的にしています。また，語り合う
場を研究集会の会場に限定せず，一過性では
ない継続的な議論を目指します。各地域との
連携を深め，学際的な連携や協働を視野に関
写真 7

連団体をカウンターパートナーとすることも

お菓子の持ち寄りコーナー

あります。

ことにした。シンポジウム当日に受付でカードを渡

研究集会のコンセプト

し，持ってきたお菓子について「商品化」の視点から

1．対話を重視した集い

紹介を書いてもらったうえで並べた。こうすること

研究集会では，参加者同士の対話を重視し

で，お菓子の紹介メッセージから会話が始まる光景

ています。そのため，口頭発表 20 分に対し

も見られ，単にお菓子を提供する以上の効果があっ

て 20 分のディスカッションの時間を設けた

た。

り，参加者同士が学んだこと / 考えたことを
話し合ったりするなど，講演者が一方的にレ

3．9．研究集会の方向性を検討する

クチャーをするような形ではない方法を模索
します。
2．様々なカタチ

香港でのシンポジウムでは，このように数多くの
企画が行われ，プレ企画・ポスト企画，ご当地グル

テーマやカウンターパートナーの強みを最

メの持ち寄りなど，今の研究集会にもつながる活動

大限に生かすべく，対話を重視した集いを

がこの時に生み出された。そして，シンポジウムに

キーコンセプトにしつつも，集会のカタチは

は，北米，オセアニア，ヨーロッパ，香港・日本を

その時々によって異なります。様々なカタチ

中心としたアジア諸国から 100 名が参加し，当初の

の研究集会をお楽しみいただければと存じま

心配とは裏腹に多くの人々に参加してもらえた。

す。

香港でのシンポジウムを終え，つながろうねっト

委員会での話し合いのなかで，2 つのキーとなる

側の運営委員として参加していたメンバーに，新た

コンセプトが確認された。
（1）の「対話を重視した集

に言語文化教育研究学会の研究集会委員会に加わっ

い」に関しては，私が初めて参加した研究集会から

てもらった。そして，新しい委員とともに，研究集

続いている方向性であり，口頭発表 20 分に対して 20

会の方向性について話し合った。その時に打ち出さ

分の議論の時間は今の研究集会でも行われている。

れた研究集会の基本方針は以下の通りである（言語

また，香港のシンポジウムで対談，ディスカッショ

16

ン，プレ企画，ポスト企画など対話を重視した活動

文化教育研究学会 WEB ページ より）
。
研究集会の基本方針

が行われ，次節以降で述べるその後の研究集会でも

研究集会について

さらに発展するかたちで実現されている。そして，
委員会での話し合いで特に印象的だったのは，「一

16

過性ではない継続的な議論を目指す」ということが

http://alce.jp/meeting/policy.html
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確認された点である。この点は，委員の米本和弘氏

考えてみるというような漠然とした方向性でまとま

が提案した。私は，香港のシンポジウムで，参加者

りつつあった。だが，話題提供をお願いしようとし

を集めることを目的にプレ企画を行ってきたところ

た人が年次大会のシンポジウムの話題提供者となる

がある。だが，研究集会までに複数の企画を行うこ

ことがわかり，私たちは企画を見直さなければなら

とで，研究集会で扱うテーマについて長期にわたっ

なくなってしまった。

て考えることができることを実感した。そこで，そ

そして，次の企画としてあがったのは，『アメ

の後の研究集会でも，何らかのかたちでプレ・ポス

トーーク』
（テレビ朝日放送系）の「持ち込み企画プ

ト企画が必ず行われることになった。

レゼン大会」のようなものをプレ企画で行い，会員
に研究集会で扱うテーマを提案してもらうアイディ

4． 第 4 回

研究集会 in 熊本「クリティ

アだった。このような方法は斬新でおもしろいうえ

カルとは何か」 （2017 年 12 月 9，10

に，参加者が熱くなり，語りたくなるようなテーマ

日）

を選ぶことができるのではないかと考えた。その方

17

向で進めようと考え始めたところ，研究集会委員の
一人が「最近クリティカルってよく聞くけれども，

香港でのシンポジウムという一つの大きなプロ
ジェクトが終わり，次の企画はなかなか決まらな

あれってどういうことなんだろう？」と何気ない疑

かった。次の企画としてまず決定したのは，「合宿

問を投げかけ，委員会内で熱い議論が交わされた。

型」でやりたいということだった。香港でのシンポ

そして，
「これこそが熱くなり，語りたくなるような

ジウムは，100 名規模と大きく，私自身が初めて研

テーマなんじゃないか？

究集会に参加したときに感じた参加者間の密な関係

にすればいいんじゃないか？」となり，
「クリティカ

性が十分に保たれてはいないように思った。そこ

ル」を次回の研究集会のテーマとすることにした。

で，次回は参加者が一緒の宿泊施設に泊まり，一晩

だが，私たちは「クリティカル」という概念につ

中熱く議論を交わせるような企画にしてはどうかと

いて十分な知識があるわけではなかったため，クリ

考えた。しかしながら，「合宿型」という方法は決

ティカルのどのような点を扱い，誰に話題提供をお

まったものの，研究集会で扱うテーマをどうするか

願いすればいいのかはこの時点ではわからなかっ

はなかなか決まらなかった。まず，テーマとして挙

た。そこで，「クリティカル」に対する理解を深め，

がったのは，
「言語教師の葛藤」である。第 3 回目の

研究集会の方向性を明確化させるために，楠見，道

研究集会のテーマであった「言語教育の商品化と消

田（2015）の『ワードマップ

費」は私たちが抱えていた「悩み」を題材にしてい

委員会内で話し合った。そうすると，私たちは，自身

た。私はことばを教えていくなかで，常日頃葛藤を

の実践や研究活動を内省するためのクリティカルと

抱くことが多く，合宿型の研究集会で参加者それぞ

は何なのかを考えたいと思っていることに気がつい

れが抱える悩みを語り合ってはどうかと考えた。そ

た。そして，内省の概念についてより理解を深める

して，その「悩み」を文字や映像などの記録に残し

ために，その大元となるデューイの議論についてき

て，5 年後にもう一度集まってその記録したものを

ちんと知る必要があるのではないかと考え，デュー

読んだり見たりして，その悩みはどうなったのかを

イなどの古典的な文献をブログにまとめていた熊本

これを研究集会のテーマ

批判的思考』を読んで

大学の苫野一徳氏に話題提供をお願いするのがよい
17

のではないかという結論に至った。委員の古屋憲章

http://alce.jp/meeting/p3.html
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氏が苫野氏に問い合わせたところ，熊本で開催する
場合は，苫野氏の交通費・宿泊費が必要ないとのこ
とから，熊本で研究集会を行うことになった。これ
までの研究集会では，委員や協力者が勤務する機関
を会場とし，現地で核となって会場の手配などをし
てくれる人がいた。しかし，熊本の研究集会では，
そのような者はいなかった。そのため，熊本では当
初から予定をしていた合宿型の方法がうまくいくの

写真 8．
「クリティカルの木」 ― 会場の参加者に「クリティ

ではないかと考え，合宿型の研究集会を行うことに

カルとは？」という問いに対する各自の考えをリンゴ型の付
箋に書いてもらった。黄色は研究集会前，赤は研究集会後と

なった。

色を変えることで，参加を通した変化も見た。

熊本で研究集会を行うために，複数のホテルに連
絡をとり，見積もりをとった。そして，最も私たち

を設けることが継続されたほか，香港でのシンポジ

の希望に合った値段と設備のホテルに予約をし，人

ウムから始まった参加者によるお菓子の持ち寄り企

数を 25 名に限定して参加者を募った。開催年度の 4

画も行われた。そして，プレ企画としては，言語教育

月から募集を始めたところ，夏頃までには定員が埋

とクリティカルとの関係性について考えられるよう

まった。だが，この議論を当日参加する 25 名に限

に，Pennycook（2001）の Critical Applied Linguistics:

定するのではなく，より多くの会員に開いたほうが

A Critical Introduction を読む読書会を行った。読書

よいのではないかと考え，研究集会終了後にポスト

会は，夏から始め，12 月の熊本での研究集会までに

企画を行うことにした。ポスト企画のために，苫野

東京都内の会場に毎月 1 回集まり，2 章ずつ読んで

氏の承諾を得て，苫野氏と参加者の 3 時間のディス

いった。各章の担当者を決め，担当者は章の概要を

カッションをビデオ録画し，90 分に編集した。この

まとめたレジュメを準備した。

ビデオを，2018 年 3 月 11 日（日）の言語文化教育研
18

5． 第 5 回

究学会第 4 回年次大会 のフォーラム及び 2018 年 4
月 21 日（土）の言語文化教育研究学会第 55 回例会

19

研究集会 in 東京「省察的実
20

践家 3.0」 （2018 年 6 月 17 日）

にて，上映した。
苫野氏とのディスカッションでは，まず苫野氏が

熊本での研究集会を企画していくなかで，「クリ

本質的思考および本質観取についての話題提供を

ティカル」と同様に，「リフレクション／内省／省

行った。そして，その後の参加者とのディスカッ

察」ということばも様々な実践や研究で使われるよ

ションでは，本質的思考における他者とのやりとり

うになってはいるものの，それが一体何なのか私た

や外国語を使うことの意味，本質観取をすることの

ちは十分に理解できていないのではないかと感じ

目的などについて議論が行われた。

た。そこで，次の研究集会では，
「リフレクション／

熊本での研究集会では，これまでの研究集会を踏

内省／省察」について理解を深められる場を企画す

襲し，20 分の発表の時間に対して 20 分の議論の時間

ることにした。そして，
「リフレクション／内省／省
察」を題材とした研究を扱うのではなく，実践者が

18

http://alce.jp/annual/2017/

19

http://alce.jp/monthly/2018/#n55

20
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どのように「省察」を捉えているのかを考え，その
議論から実践者の「専門性」について考えられるよ
うにしたいと思った。そこで，研究集会のテーマを
「省察的実践家 3.0」とした。この「 3.0」は，委員の
古屋憲章氏の何気ない一言から決まった。Web3.0 な
どの用語に倣い，ショーンが省察的実践家を紹介し
た段階を 1.0，省察的実践家という概念を取り入れ
た実践や研究が行われるようになった段階を 2.0 と

写真 9

し，3.0 を実践者が省察的実践家について考え，自

私の今を培ってきたストーリーセッション

らがそれを生かすようになる段階と定義した。そし

東京での研究集会では，会員による口頭発表及び

て，研究集会に参加した実践者が 3.0 の段階である

ポスター発表だけではなく，「私の今を培ってきた

行動のための第一歩を踏み出せるようになることを

ストーリーセッション」を設けた。このセッショ

目指した。

ンでは，様々な言語教育実践をしている方々に，

そのための方法として，研究集会の核となるパネ

ヒューマンライブラリーのように現在の実践に至る

ルセッションでは，歯科医師，スポーツコーチ，看

までの過程を少人数のグループで話してもらい，参

護師の教育・人材育成に関わっている実践家をパネ

加者は興味のある発題者を囲んでやりとりをした。

リストとして招き，日本語教師の専門性について研

本企画では，他者のストーリーを聴くことで，参加

究する舘岡洋子氏にモデレーターとして参加しても

者自身の省察を促すことを目指した。
また，新たな試みとして，参加者間の交流を促す

らった。そして，パネリストには，1600 〜 2000 字
程度の「自分が『専門家』になった過程―今の私の

「ランチ交流会」を企画した。東京での研究集会は，

実践に至ったストーリー」を研究集会のまえに執筆

場所柄参加者数が多く見込まれていたため，研究集

してもらった。そして，舘岡氏にはパネリストのス

会に参加しても知り合いがいなければ，参加者は孤

トーリーを読んでもらい，ディスカッションポイン

立してしまうのではないかと危惧した。私が研究集

ト・話し合いたいことを 1600 〜 2000 字程度にまと

会に初めて参加したときに感じたような参加者間の

めてもらった。そして，パネリストのストーリーと

交流の場を，たとえ参加者が多くなっても実現した

モデレーターのディスカッションポイント・話し合

いと思い，ランチ交流会を実施した。ランチとして

いたいことは，言語文化教育研究学会のホームペー

提供するお弁当は委員会で準備をし，参加費に含ん

ジに公開した。研究集会当日のパネルセッションで

だ。そして，ただ単にお弁当を食べるのではなく，

は，まず各登壇者に 15 分程度でそれぞれが書いたス

参加者同士の会話が弾むように「サイコロトーク」

トーリーやディスカッションポイント・話したいこ

を企画した。具体的には，お弁当に番号を書いた付

とを提示してもらい，登壇者同士のやりとりを行っ

箋を貼り，番号が書かれたテーブルに座ってもらう

た。その後，フロアを交えた議論を行い，専門性が

ことで，参加者をランダムに 4，5 人のグループにふ

問われるようになった背景，スキルと能力，実践

りわけた。そして，机に置いたサイコロを振っても

知，省察について，より広い視座から問い直すとと

らい，出たサイコロの目のテーマに沿って，
『ライオ

もに，私たちが専門家になるプロセスをそれぞれの

ンのごきげんよう』
（フジテレビ系）のサイコロトー

立場で考えることを目指した。

クのように話をしてもらった（各目に書かれたトー
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6． 第 6 回研究集会 in 山梨「つながりの
21

向こうへ，」（2019 年 8 月 24 〜 25 日）
東京での研究集会の参加者アンケートで，「つな
がりができてよかった」，「交流する工夫が多くされ
ていた」，「人がつながるための仕組みが丁寧に編ま
れた集会だったと感じた」，「どんな分野の人でも受

写真 10．サイコロトークのテーマ

け入れてくれる寛容さがあった」，「アットホームな
感じだった」というようなコメントがあり，私たち

クテーマは写真 10 を参照）。
東京で研究集会を行ったのには，財源の確保とい

は研究集会の運営で「つながり」を重視し，それが

う大きな理由があった。研究集会は，参加者の参加

参加者にも受け入れられていると感じた。しかしな

費を財源に運営を行っている。上述したような複数

がら，委員会で話し合っていくなかで，「つながり」

の話題提供者を招聘するには，謝金，交通費，宿泊

が学術的にも，社会的にもキーワードになりつつあ

代など非常に多くのコストがかかってしまう。そこ

るが，果たしてそれがどういうことなのか，何のた

で，交通費，宿泊費を抑えるための方法として，東

めにつながろうとしているのか，そして，つながる

京都内で開催することにし，都内近郊から話題提供

ことで何が生み出されているのかということが話題

者を確保することにした。また，会場を東京都内と

になった。そこで，第 6 回の研究集会のテーマを「つ

することで，より多くの参加者を募ることを目指し

ながり」とすることに決め，
「つながりの向こうへ，」

た。

と句読点をつけることで，つながった先に何がある

東京都内で研究集会を開催するにあたり，研究集

のかを議論したいと考えた。

会がとってきたこれまでの日程を見直した。それま

研究集会の会場は，山梨大学に早々に決定した。

での研究集会では，土曜日の昼に開始し，翌日日曜

すでに述べたように，言語文化教育研究学会は全て

日の昼には終了していた。このように土曜の昼に始

の言語の教育を対象にしている。しかしながら，研

まり，日曜の昼に終わるようにしていたのは，それ

究集会委員会のほとんどの委員は日本語教育を専門

までの研究集会は地方で開催されることが多く，参

にしていた。他分野の委員を入れたいと考えてはい

加者の移動を考えていたからである。しかし，都内

たものの，接点があまりなく，なかなか他分野の新

で開催するにあたり，都心部の宿泊代が高く，地方

たな委員を加えることに難しさを感じていた。その

から出てくる人の負担になってしまう点，また 2 日

ようなときに，第 4 回の熊本での研究集会に，社会科

にわたって参加するのを負担に思う人がいるのでは

教育を専門とする山梨大学の後藤賢次郎氏が参加し

ないかという危惧から，研究集会を 1 日で行うこと

ており，会員からの紹介を受け，新たに委員として

にした。しかしながら，企画が多く，1 日で行うに

迎え入れることにした。新しい委員ではあったが，

は朝 9 時から夕方 6 時までと長丁場となってしまい，

せっかくなので第 6 回目の研究集会は山梨で行うこ

参加者の中には研究集会のメインイベントであった

とになった。

パネルディスカッションの途中で帰らなければなら

テーマと会場は決まったものの，
「つながり」とい

なかった者もいた。
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225

http://alce.jp/meeting/06/

言語文化教育研究学会研究集会のこれまで

瀬尾匡輝

うテーマで誰を呼び，何をするのかは決まってはい
なかった。そこで，第 4 回の研究集会のように，読
書会をすれば何をやりたいか見えてくるのではない
かと考え，プレ企画として 2018 年 11 月 10，11 日に
石川県でエンゲストローム（2016/2018）の『拡張的
学習の挑戦と可能性 ― いまだここにないものを学
ぶ』を読む読書会を行った。読書会では，参加者が
それぞれ 1 章を担当して準備したレジュメをもとに
話し合った。そして，読書会の最後に，研究集会の
方向性について検討した。その中で，読書会に参加
したテンプル大学の堀口佐知子氏が，他分野がつな
がる例として自身が実践されていた「医療×人類学
22

ワークショップ」 を紹介した。このワークショップ
写真 11．年次大会で語ってもらったモヤモヤ

は，医学生や医師が検討したい症例を提示し，それ
に対して人類学者がコメントをすることで，新たな
方向性を見出していくというものだった。分野を超

年次大会終了後，言語文化教育研究学会の会員に

えたつながりから何が生み出されるのかを考えるこ

メールを流し，モヤモヤ事例を公募した。結果，5 件

とはおもしろいと感じ，同じようなワークショップ

の応募があり，委員会で話し合い，1 件を選んだ。そ

が研究集会でもできないかという話になった。それ

して，研究集会までに，事例提供者は事例に関する

で，言語文化教育研究学会の会員に「モヤモヤとし

情報（実際起きていることや，文脈などのエスノグ

た悩み」を事例として出してもらい，それについて

ラフィックな情報）や事例についての疑問（問い）を

教科教育を専門にする後藤氏と文化人類学を専門に

詳細に記した資料を作成した。コメンテーターの後

する堀口氏にそれぞれ教科教育・人類学の視点から

藤氏と堀口氏は，それを確認し，それぞれの視点か

コメントしてもらい，異なる領域の専門家がつなが

らコメントをし，事例提供者に返した。研究集会当

ることで何が生まれるのかを参加者と考えることを

日は，まず堀口氏が「医療×人類学ワークショップ」

目指す「教科教育×言語教育×人類学ワークショッ

について紹介した後，事例提供者が事前に作成した

プ」を行うことにした。

資料に基づいて事例に関する情報と事例についての

「モヤモヤとした悩み」を会員から集めるために，

疑問を話した。その後，参加者はグループに分かれ

2019 年 3 月 9 〜 10 日に早稲田大学で行われた言語文

て事例について討議したのちに，コメンテーターの

化教育研究学会第 5 回の年次大会にブースを出展し

二人が事例に対してコメントをし，フロア全体で話

た。ブースでは，山梨での研究集会の広報活動を行

し合った。

うとともに，会員にそれぞれが抱えるモヤモヤとし

山梨の研究集会では，上述した「教科教育×言語

た悩みを語ってもらい，付箋にそのモヤモヤを書き

教育×人類学ワークショップ」の他に，参加者同士

込んでもらった。

の「つながり」を生み出す企画として，
「つながり∞
プロジェクト」を行った。これは，京都大学の「100
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人論文」企画 を参考に行ったもので，参加者に参
加申込時に任意で以下の 3 つのお題についてそれぞ
れ 120 字程度で答えてもらい，A3 サイズで印刷した
ものを会場に匿名で掲示した。
1. 「私の研究・実践はこんな感じです」他分野で
もわかるように簡単に説明
2. 「こんなコラボができたら嬉しいです」目標
や希望，困っていることなど
3. 「私，こんなことができます」提供できる知や
スキルなど
そして，参加者は匿名で付箋にコメントを書き，
貼りつけた。匿名ではあったが，参加者は参加者番
号が割り当てられており，掲示物と付箋に参加者番
写真 12．会場に掲示されたつながり∞プロジェクト

号を記載することで，事務局で誰が書いたかを把握
した。その後，研究集会終了後に，参加者のみが閲
覧できるオンライン掲示板を作成し，参加者間のさ

に押され，一緒に何かできないかと思ったのが，こ

らなるつながりを促した。また，個別に連絡を取り

の研究集会の発端だった。その後，数度のミーティ

たい参加者がいる場合は，研究集会事務局を介して

ングを重ね，ハノイ日本語教育研究会，言語文化教

連絡先を教えた。つながり∞プロジェクトには，多

育研究学会，タンロン大学の共催でベトナム・ハノ

くの参加があり，実際にその後つながりが生み出さ

イのタンロン大学で国際研究集会を行うことになっ

れている姿も見られた。この企画は，次のベトナム

た。2016 年に香港で研究集会を開催して以来，約 2

での第 7 回研究集会でも行われた。

年半ぶりとなる海外での研究集会だった。
ベトナムでの研究集会の開催に向けて，ベトナム

7． 第 7 回研究集会 in ベトナム「言語文
化教育研究

の日本語教育事情に対する理解を深めるために，プ

24

25

国際研究集会」 （2019

レ企画として以下の 3 回のイベントを行った 。

年 12 月 7，8 日）

1. 「ベトナム語母語話者のための日本語教育」
松田真希子（金沢大学）

ベトナムでの研究集会は，私が委員長として携

2. 「ベトナム日本語教育の 後退期 を支えた世

わった最後の研究集会である。私は，2018 年 8 月に

代の語りから見えてきたもの」坪田珠里（京

自身の調査のために，ベトナム・ハノイを訪れた。

都外国語大学）

その時に，ハノイ日本語教育研究会の代表だった森

3.

末浩之氏と小西達也氏と出会い，お二人の熱い思い

ベトナムの「今」を知る！ ― ハノイ日本語
教育研究会の月例会を日本へ生中継

第 1 回と第 2 回はオンライン会議システム ZOOM
23

を用いて行った。オンラインでの開催であったた

http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/project/kyoto-u-100-

papers/
24
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写真 16

第 3 回目の日本会場

名札の仕掛け

の協力を得ながらベトナムでも実施した。今回は，
め，それぞれ 100 名近くが参加した。第 3 回は，ハノ

会員や参加者からの書籍のドネーションも募った。

イで行われている月例会を日本へ配信するというイ

ベトナムからの参加者にとっては日本で出版された

ベントであり，日本側でも会場を設けて行った。台

書籍を手に取って見る絶好の機会となり，書籍を持

風通過翌日のイベントだったにもかかわらず，20 名

参した参加者は自身の書籍を紹介することができ，

近くが早稲田大学の会場に集まった。

双方にとってメリットのある活動になっていた。そ

このようなプレ企画を行っていくなかで，ベトナ

して，山梨で行った「つながり∞プロジェクト」を

ムの日本語教育が非常に注目されていることを感じ

ベトナムでも行い，国を超えた研究や実践のつなが

た。12 月の海外での研究集会に人が集まるのか不安

りを生み出すことに貢献ができていたようである。

ではあったが，実際には 200 名近くが参加する非常

研究集会の新たな試みとしては，参加者同士が話

に大きなものとなった。

すきっかけになるように，名札に仕掛けをした。
「発

ベトナムでの研究集会では，これまでの研究集会

表者です！」，「ベトナムはじめてです！」，「学会初

の方法を概ね踏襲した。また，香港での研究集会で

参加です！」などのリボンを作成し，参加者には該

実施した書籍の展示と閉会式での抽選会を，出版社

当するリボンを名札につけてもらった。また，白リ
ボンも用意し，参加者が自由に書きたいことが書け
るようにもした。テプラで作成できるリボンの大き
さが決まっており，サイズが若干小さく，読みづら
い点はあったものの，参加者間のやりとりを促すこ
とができた。

8．学会や研究会の「場」としての魅力を
どのように最大限生かすことができ
るのか
研究集会のこれまでをふりかえると，単に研究に
関する発表や議論の場を創出するだけではなく，参
加者が来たい，集まりたい，議論に参加したいと思
えるようなコミュニティを作り出そうとしていたよ
写真 15

うに思われる。そのため，アンケートなどで「あたた

つながり∞プロジェクト
228
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かい雰囲気」
，
「アットホーム」と言われると，うれ

および情報を収集する場としての機能しか用いてい

しくなった。そして，それは私が研究集会に初めて

ないように感じることもある。コロナ禍の状況が 1

参加したときに感じたことだったのかもしれない。

年近くなり，新たなオンラインによる学会や研究会

研究集会に行けば，自分を受け入れてくれる仲間が

の方策を考えるときにあるだろう。昨今のオンライ

見つかる，そんな場を私たちは作ろうとしていたの

ン技術を用いれば，オンライン上でもさまざまなつ

かもしれない。

ながりを生み出すことは可能である。今後も引き続

先日，知り合いとのやりとりで「学会や研究会に

き研究集会の委員には，コロナ禍およびポストコロ

行ってもなかなか新しいつながりが作れない」とい

ナで人と人とのつながりが持てる研究集会の新たな

う声を耳にした。だが，それは従来の学会や研究会

可能性を探ってもらいたいと願っている。

が発表者の発表の場，そして参加者が発表を聞き，
情報を得る場としてしか機能していなかったからで

文献

はないだろうか。新型コロナウィルスの感染拡大

エンゲストローム，Y.（2018）．山住勝広（訳）『拡

で，学会や研究会がオンライン化され，単に研究成

張的学習の挑戦と可能性 ― いまだここにな

果を発表する場，情報を収集する場としての学会の

いものを学ぶ』新曜社．
（Engeström, Y. (2016).

機能は，予稿集の原稿や YouTube 等による映像で

Studies in expansive learning: Learning what is

の公開で十分達成されることが明らかになった。で

not yet there. Cambridge University Press.）

は，学会や研究会のその他の「場」としての魅力と

楠見考，道田泰司（編）（2015）．
『ワードマップ

批

は一体何なのだろうか。なかなか会えない旧知の友

判的思考 ― 21 世紀を生き抜くリテラシー

との再開の場？

の基盤』新曜社．

普段行けない地域を旅行し，おい

しい料理を食べること？

もちろんそういった面も

久保田竜子（2015）．
『グローバル化社会と言語教育

学会や研究会にはあるかもしれない。だが，私は同

― クリティカルな視点から』くろしお出

じ興味や関心を持つ者同士がつながれることが学会

版．

や研究会の「場」の魅力なのではないかと考える。

久保田竜子，瀬尾匡輝，鬼頭夕佳，佐野香織，山口

言語文化教育研究学会には，日本語教育だけでは

悠希子，米本和弘（2014）．余暇活動と消費

なく，様々な分野の研究者及び実践者が集ってい

としての日本語学習 ― カナダ・フランス・

る。異なる分野の者が同じテーマをもとに集まり，

ポーランド・香港における事例をもとに．第

議論を重ねて行くことで新たな知を開拓していく可

9 回国際日本語教育・日本研究シンポジウム

能性もあり，そんな集いを生み出していくことは重

大会論文集編集会（編）
『日本語教育と日本研

要だろう。だが，単に「場」を提供するだけでは参

究における双方向性アプローチの実践と可能

加者間のつながりを生み出すことはできない。本稿

性』（pp. 69-85）ココ出版．

で紹介したように，ご当地グルメの持ち寄り，ラン

瀬尾匡輝，有森丈太郎，鬼頭夕佳，佐野香織，瀬尾

チ交流会，つながり∞プロジェクト，名札のリボン

悠希子，橋本拓郎，米本和弘（2016）．オンラ

などのような仕掛けなくして，参加者同士の新たな

インでのつながりがもたらす教師たちの変容

つながりを生み出すことはできないだろう。コロナ

―『つながろうねっト』の 4 年間の活動をふ

禍でのオンラインによる学会や研究会では，このよ

りかえって『茨城大学留学生センター紀要』

うな仕掛けが十分には行われておらず，発表する場

14，77-92．http://hdl.handle.net/10109/12781
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瀬尾匡輝

付録．第 3 回から第 7 回までの研究集会のまとめ

米本和弘，鬼頭夕佳，佐野香織，瀬尾匡輝，山口悠希
子（2013）
．多様化する日本語学習における教
育目標・学習目的・評価を探る ― 余暇活動

第3回

と消費としての外国語学習の視点から．2013

17 日（日）
「言語教育の『商品化』と『消費』を考える

CAJLE Annual Conference Proceedings ( pp.

シンポジウム」

研究集会 in 香港

2016 年 7 月 16 日（土），

332-341)．http://www.jp.cajle.info/wp-content/

• 会場：香港大学

uploads/ 2013 / 10 /Yonemoto_CAJLE 2013 -

• 参加者数：100 名

Proceedings.pdf（2020 年 5 月 22 日）

• 話題提供者：久保田竜子，神吉宇一

瀬 尾 匡 輝， 米 本 和 弘， 青 山 玲 二 郎， 山 口 悠 希 子

• 主な企画：基調講演，対談，特定課題セッショ

（2012）
．海外におけるインターネットを

ン，特別セッション，教材セッション，書籍展

使 っ た 勉 強 会 の 可 能 性 ― USTREAM と

示・抽選会，お菓子の持ち寄り，

Google+ を 用 い た 他 地 域 と の 連 携 の 試 み

• 発表件数：パネル発表 1 件，口頭発表 17 件，ポ

『2012 年度日本語教育実践研究フォーラム報

スター発表 13 件

告』日本語教育学会．http://www.nkg.or.jp/pdf/

• プレ企画：①日本語学習・日本語教育の商品化
と消費という視点から教室・学習者・教師を問

jissenhokoku/2012_SB_seo.pdf

い直す（2015 年 3 月 21 日於東洋大学），②言語教

Pennycook, A. (2001). Critical applied linguistics: A

育の「商品化」と「消費」を考える ― 2016 年 7

critical introduction. Routledge.

月シンポジウムへ向けて（2016 年 3 月 13 日於武
蔵野美術大学），③久保田竜子『グローバル化社
会と言語教育』を読む（2016 年 6 月 25 日於早稲
田大学）

• ポスト企画：基調講演上映会・言語教育の商品
化と消費を語らう会（2016 年 9 月 23 日於早稲田
大学・中国飯店佳里福），電子書籍による報告集
の出版・販売
第4回

研究集会 in 熊本

2017 年 12 月 9 日（土），

10 日（日）「クリティカルとは何か」

• 会場：ホテル熊本テルサ
• 参加者数：28 名
• 話題提供者：苫野一徳
• 主な企画：苫野一徳氏を交えたディスカッショ
ン，合宿型，お菓子の持ち寄り

• 発表件数：口頭発表 5 件
• プ レ 企 画：A. Pennycook の Critical applied
linguistics: A critical introduction. （2001，
Routledge）を読む読書会（2017 年 8 月〜 11 月）
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• ポスト企画：①第 4 回研究集会「クリティカル

• 参加者数：200 名

とは何か」上映会 at 年次大会（2018 年 3 月 11 日

• 話題提供者：池田広子，舘岡洋子，ギエム・ホ

於立命館大学）
，②第 4 回研究集会「クリティカ

ン・ヴァン，グエン・ティ・オワイン

ルとは何か」上映会 in 東京（2018 年 4 月 21 日於

• 主な企画：基調講演，つながり∞プロジェクト，

早稲田大学）
第5回

研究集会 in 東京

書籍展示・抽選会，お菓子の持ち寄り，名札の
仕掛け

2018 年 6 月 17 日（土）
「省

察的実践家 3.0」

• 発表件数：フォーラム発表 7 本，パネル発表 1
本，口頭発表 25 本，ポスター発表 18 本

• 会場：東京医科歯科大学
• 参加者数：69 名

• プレ企画：①「ベトナム語母語話者のための日
本語教育」（2019 年 4 月 13 日於オンライン），②

• 話題提供者：關奈央子，関口遵，保田江美，舘

「ベトナム日本語教育の 後退期 を支えた世代

岡洋子

• 主な企画：パネルセッション「省察的実践家

の語りから見えてきたもの」（2019 年 6 月 23 日

3.0」
，ランチ交流会，私の今を培ってきたストー

於オンライン），③「ベトナムの「今」を知る！

リーセッション，お菓子の持ち寄り

― ハノイ日本語教育研究会の月例会を日本へ

• 発表件数：口頭発表 4 件，ポスター発表 3 件

生中継」（2019 年 7 月 28 日於名古屋大学日本法

• プレ企画：話題提供者のストーリーを事前にオ

教育研究センターベトナム＆早稲田大学）

ンライン上に公開し，読む作業を加えた

• ポスト企画：つながり∞プロジェクトのオンラ
インディスカッション

• ポスト企画：報告集の出版
第6回

研究集会 in 山梨

2019 年 8 月 24 日（土），

25 日（日）
「つながりの向こうへ，
」

• 会場：山梨大学
• 参加者数：60 名
• 話題提供者：岩坂泰子，横田和子，佐藤仁美，
堀口佐知子，後藤賢次郎

• 主な企画：教科教育×言語教育×人類学ワーク
ショップ，つながり∞プロジェクト，ランチ交
流会，お菓子の持ち寄り

• 発表件数：口頭発表 8 件，ポスター発表 5 件
• プレ企画：エンゲストロームの『拡張的学習の
挑戦と可能性』を読む読書会，年次大会でブー
ス「あなたのモヤモヤ語りませんか」を設置

• ポスト企画：つながり∞プロジェクトのオンラ
インディスカッション
第7回

研 究 集 会 in ベ ト ナ ム

2019 年 12 月 7 日

（土）
，8 日（日）
「言語文化教育研究

国際研究集会」

• 会場：ベトナム・タンロン大学
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Dialogical Meetings (Kenkyu Shukai) of the Association for
Language and Cultural Education (ALCE) until now
Reflecting on my involvement with ALCE Dialogical Meetings
SEO, Masaki*
Ibaraki University, Japan

Abstract
Dialogical Meetings (Kenkyu Shukai) of the Association for Language and Cultural Education have been held a total of seven times in Japan and overseas (as of May 2020) with
the following key concepts in mind: (1) a dialogue-oriented gathering and (2) a variety
of shapes. In addition, by organizing pre- and post-events for each meeting, we have attempted to continue the discussion. Why did we decide to hold Dialogical Meetings with
these concepts? In this paper, I review the third to seventh Dialogical Meetings in which
I participated as the chairman and report on our aims and activities. Finally, I discuss how
to maximize the attractiveness of conferences and symposia as a space for networking
among participants.
Keywords: Dialogical Meetings (Kenkyu Shukai), reflection, attractiveness of a place,
a place to create a network among participants
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