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■ Access 

Run Run Shaw Tower, The University of Hong Kong（香港大学 逸夫教樓）  

Room 2.16, Run Run Shaw Tower 

Centennial Campus, The University of Hong Kong 

Pokfulam Road Hong Kong 

 

MTR System Map 

 

Campus Map 

 

 

10-minute walk from C1 Exit, MTR HKU Station 

Run Run Shaw Tower（逸夫教樓） 

MTR 香港大学駅 
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Directions from MTR HKU Station 

 

１．Exit the ticket gate. 

  

２．Walk to Exit C1. 

   

３．Take the elevator to the Ground Level (Pokfulam Road). 

   

Elevator hall (HKU MRT Station)              Elevator hall (Pokfulam Road) 
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４．Turn right at the end of the corridor. 

   

５．Go down the ramp and take the escalator up to HKU campus. (The brown building in the center 

of the picture is the entrance of the university.) 

    

６．The brown building at the end of the corridor is the entrance of the university. 
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７．Go straight and take the elevator to Centennial Campus. 

 

８．Get off the elevator and go straight. 

 

９．The symposium will take place in Run Run Shaw Tower.  
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10．Take the elevator to the 3rd floor. (The registration counter is on the 2nd floor, but the elevators 

don’t stop at the 2nd floor.) 

 

11．Turn right.  

    

12．Take the stairs to the 2nd floor.  
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13．Walk down to the 2nd floor and go left. 

 

14．You will find the registration counter there. 
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■ Floor map 
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■ Information for participants 

 

Registration Counter 

Registration Counter is located at CPD 2.16. 

Registration will open from 11:30 on the first day (July 16) and from 9:30 on the second day (July 17) 

of the symposium.  

Please wear the name tag provided at the registration counter throughout the symposium.  

 

Registration Fee 

Early Bird Rates are available until 23：59 (Japan Standard Time, UTC+9) on July 8, 2016 (Friday). 

On-site registration will also be available. 

 

Early Bird Registration 

 ALCE Member: 5,000 yen 

 ALCE Non-Member: 6,000 yen 

 

On-Site Registration 

 ALCE Member: 500 Hong Kong dollars 

ALCE Non-Member: 600 Hong Kong dollars 

 

Please follow the payment instruction on our symposium website. 

https://sites.google.com/site/researchseminar03/registration-for-participation  

 

Program Book 

This program book is not printed. Please download from the symposium website 

(https://sites.google.com/site/researchseminar03/) and bring it to the symposium by yourself.  

 

Luggage Storage 

You may leave your luggage at the reception counter (CPD 2.16). Please keep all valuables with you.  

 

Participants’ Lounge (CPD2.19) 

There will be a lounge where for participants may rest or network with other participants.  

 

Reception (Bring snacks from your hometown/region/country to share!) 

Please join us for a reception to be held from 18:45 on the first day of the symposium (July 16) in the 

hall on the 3rd floor. The participation fee for the reception is free of charge for symposium participants.   

 

Finger food will be served. We ask, however, that everyone try to bring snacks or treats from your 

hometown/region/country to share. 

  

 

https://sites.google.com/site/researchseminar03/registration-for-participation
https://sites.google.com/site/researchseminar03/
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Book Fair 

Himawari Publishing Company, a bookstore for Japanese language education in Hong Kong, will hold a 

book fair near CPD3.04. Books published in Hong Kong will be available. Please come and visit the book 

fair! 

 

Book Exhibition 

Books authored by ALCE members will be exhibited near the registration counter at CPD2.16. We will 

have a Lucky Draw at the closing ceremony where you will have a chance to win these books or an 

original T-shirt from the symposium!!!  

 

Lunch 

You can purchase lunch at several restaurants on campus. Please note that there will be only 50 minutes 

for lunch on the second day of the symposium.  

 

All restaurants listed above are located on floor G unless otherwise noted.   
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Saturday, July 16, 2016 

 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 

11:30-

12:30 

Registration 

(CPD-2.16)  

12:30-

12:50 

Opening Ceremony      

12:50-

13:50 

Keynote Lecture:  

Learning as consumption:  

Questioning the frame of 

language learning  

Ryuko Kubota (p. 20) 

    

13:50-

14:00 

Break 

14:00-

14:40 

 Featured Session:  

The commodification and 

consumption of white 

Western men in English 

conversation schools in 

Japan  

Roslyn Appleby (p. 24) 

※ This presentation will 

be delivered online from 

Sydney to Hong Kong.  

 

※This session will be 

conducted in English.  

 

 

Paper Presentation:  

The changing of learners' 

awareness in the process 

of Japanese learning 

support 

Hanako Sen (p. 43) 

 

Paper Presentation: 

Tendency of Purchasing 

Products Related to Japan 

or Japanese Learning by 

Self-directed Learners on 

the Internet  

Akira Yoshikai (p. 44) 

Panel Presentation:  

The significance of the 

dialogue activity in which 

one correct answer is not 

asked for: In contrast to 

the commodification and 

consumption of language 

education 

Hideo Hosokawa, Kazumi 

Take, Hisayo Arai, & 

Naoko Shioya (p. 42) 

 

※This session will be 

from 14:00 to 15:30.  
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 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 

14:45-

15:25 

 Featured Session: 

“We are forever English 

learners”: Elderly ESL 

students’ learning English 

as a leisure activity 

Hakyoon Lee (p. 26) 

※ This presentation will 

be delivered online from 

Korea to Hong Kong.  

 

※This session will be 

conducted in English.  

Paper Presentation: 

The types of awareness 

given to “non-

professionals” through 

the language educational 

practice: A quantitative 

study on “survival 

Japanese session” at Keio 

SFC   

Akinori Okawa, Weining 

Li, & Takao Tomono  

(p. 46) 

Paper Presentation: 

Evolution of Education 

Associated with  

Commercialization of 

Language 

Xiaoyan Li & Takashi 

Hashimoto (p. 47) 

 

15:25-

15:55 

Coffee Break 

(In front of CPD-3.04) 

15:55-

16:35 

 Featured Session: 

The complexity of teacher 

identity in a private 

English language school:  

A case of a Japanese 

teacher 

Jian Tao & Ruriko Otomo 

(p. 28)  

 

※This session will be 

conducted in English. 

Paper Presentation: 

Recent trend of Japanese 

education in Poland and  

the reaction of 

educational institutes  

Ryotaro Sakamoto  

(p. 48) 

 

※ This presentation will 

be delivered online from 

Poland to Hong Kong.  

 

Paper Presentation: 

The transformation 

process of learning 

conception  

based on the qualitative 

analysis of learning 

experience in 

commodification online 

language education:  

Targets at online 

language education in 

China (p. 49) 

Yao Liu & Wanxin Yan  
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 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 

16:40-

17:20 

 Featured Session: 

Code ambiguity and the 

commodification of 

English on Japanese 

television 

Gavin Furukawa (p. 30) 

 

※This session will be 

conducted in English. 

Paper Presentation: 

Experiential learning 

through participation as 

language monitors: 

Rethinking the Japanese 

teaching practicum 

Akiko Mitsui & Hiroko 

Yamamoto (p. 51) 

Paper Presentation: 

The value of the 

classroom in JFL 

environment: Analysis of 

cases of vocabulary 

learning in and out of the 

classroom 

Yuzhe Li (p. 52)  

 

17:20-

17:30 

Break 

17:30-

18:30 

 Special Session:  

A teaching method to 

effectively improve 

Japanese learners’ 

pronunciation and 

speaking ability 

Koji Oikawa (p. 32) 

Special Session:  

Transforming the written 

words to spoken words 

with our body! 

Erina Saji (p. 33) 

  

18:45- Reception 

(Hall, 3rd Floor) 
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Sunday, July 17, 2016 

 

 

 

 

 

 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 CPD-3.15 and 

hallway 

CPD-3.16 

9:30-

10:00 

Registration 

（CPD-2.16） 

10:00-

11:00 

Keynote 

Lecture:  

Japanese 

language 

education in a 

commercializing 

world: From 

“language 

learning” to 

“education”  

Uichi Kamiyoshi  

(p. 22) 

      

11:05-

11:50 

Round Table: 

Uichi Kamiyoshi & 

Ryuko Kubota 

      

11:50-

12:00 

Break 
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 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 CPD-3.15 and 

hallway 

CPD-3.16 

12:00-

12:40 

 Material 

Session:  

Lesson design 

based on 

activities that 

encourage 

learners to think 

Satoru Koyama  

(p. 35) 

   Poster Session:  

(p. 18)  

Material Session 

(Booth):  

(p. 19)  

12:40-

13:30 

Lunch 

 

13:30-

14:10 

 Material 

Session:  

Usage of 

“placard” for a 

Japanese 

language course  

at a mainland 

Chinese 

university: From 

daily classroom 

activity to 

workshop (p. 36) 

Chizuru 

Komazawa & 

Yohei Sugata 

   Poster Session:  

(p. 18) 

Material Session 

(Booth):  

(p. 19) 
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 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 CPD-3.15 and 

hallway 

CPD-3.16 

14:10-

14:20 

Break 

 

14:20-

15:00 

  Paper 

Presentation: 

Japanese 

language classes 

in Australia, 

where the 

students do not 

necessarily come 

to learn Japanese 

Chihiro Kinoshita 

Thomson (p. 54) 

Paper 

Presentation: 

Job-hunting as a 

process of "social 

participation":  

Life stories of 

former 

international 

students who 

work in Japan 

Jumpei Miyo 

 (p. 56)  

Paper 

Presentation: 

Promoting 

intercultural 

understanding as 

a critical mission 

for Japanese 

language 

educators:  

Insights from a 

survey on 

Japanese 

language learner’ 

in China 

Xuesong Gao 

(p. 57) 

 

※This session will 

be conducted in 

English. 
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 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 CPD-3.15 and 

hallway 

CPD-3.16 

15:05-

15:45 

  Paper 

Presentation: 

What comes after 

the linguistic 

instrumentalism?:  

Some cases in 

the US and Korea 

Akemi Kurachi, 

Akiko Nakayama, 

& Reiko Kato 

 (p. 59) 

Paper 

Presentation: 

Trade agreements 

and 

commodification 

of migrants 

Ruriko Otomo 

(p. 60) 

Paper 

Presentation: 

The commodified 

concept of 

“correct English”: 

Language 

ideologies 

underpinning 

English language 

learning materials 

on the market 

Misako Tajima 

(p. 61) 

  

15:50-

16:30 

  Paper 

Presentation: 

Future of Foreign 

(English) 

Language 

Education in 

Japan  

Keizo Asano 

(p. 63)  

Paper 

Presentation: 

What constrains 

educational 

practice in 

Japanese 

language 

teaching 

Ryuta Ushikubo 

(p. 64) 

Paper 

Presentation: 

A critical 

discourse study of 

newspaper 

articles about the 

education 

Yoshinao Najima 

(p. 65) 

  

16:30-

17:00 

Coffee Break 

（In front of CPD-3.04） 
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 CPD-3.04 CPD-3.01 CPD-2.14 CPD-2.17 CPD-2.18 CPD-3.15 and 

hallway 

CPD-3.16 

17:00-

18:30 

Discussion 

Session 

      

18:30-

18:50 

Closing Ceremony        
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Poster Presentation 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 & 13:30-14:10 

Room: CPD-3.15 and hallway 

 

① How “non-professionals” can self-evaluate their styles of learning support for L2 Japanese 

learners: To improve the quality of “Japanese tutoring services” at Keio SFC    Weining Li,  

Akinori Okawa, & Takao Tomono (p. 66)  

② The significance and role of language educational practices by “non-professionals”: From the 

viewpoint of commodification and consumption and innovation    Takao Tomono, Weining Li, & 

Akinori Okawa (p. 74)  

③ Reading activity with materials chosen by learners    Masahiro Yoshida (p. 67)  

④ Commodification of English language education at international schools in Japan: Children’s 

hierarchies of language competence generated by their parents’ economic disparity          

Midori Inagaki (p. 76) 

⑤ Japanese speaking personnel and business Japanese education in Hong Kong as a global talent 

of Japanese companies    Tomomi Numashima (p. 68)  

⑥ What is intercultural communication competence which Japanese language teachers should be 

involved?: Literature review for temporary goal setting and development of teaching materials    

Kayoko Arita (p. 77)  

⑦ Japanese corporate culture as a component of Business Japanese course Akiko Furukawa (p. 69)  

⑧ Development costs of learning websites and unpaid work    Kenji Nakagawa, Hokuto Sunami, 

Mami Saito, & Yosuke Hashimoto (p.78) 

⑨ “Am I a ○○language learner?”: Thinking of a perspective of a “non-○○language learner”    

Kaori Sano (p. 71) 

⑩ Commodification and consumption of "English study in Asian countries"    Ken’ichiro Higuchi & 

Kiyoshi Naka (p. 79)  

⑪ Challenge for making listening materials of Japanese casual conversation    Michie Yamamori 

(p. 72)  

⑫ Commodification and consumption of Japanese language learning reflecting learners’ identities    

Kazuhiro Yonemoto (p. 80) 

⑬ The marketability of citizen involved Japanese language classes which aim at the realization of 

Multicultural Society    Eri Mannami (p. 73)  

 

If you are giving a poster presentation, please post your poster between 9:30-11:30.  

Presenters in odd numbers will give a presentation between 12:00-12:40 and presenters in even 

numbers will give between 13:30-14:10.  

 

Go back to Schedule 

 

 



19 

Material Session (Booth) 【Invited Presenters】 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 & 13:30-14:10 

Room CPD-3.16 

 

① Developing “Interaction in Japanese”: Actualization of educational philosophy and 

commodification    Makoto Takeda (p. 37)  

② Kanji in context (revised edition) and its web application    Tomotaro Akizawa (p. 38)  

③ 『 Nihongo kyooikugaku no arukikata 』  (How to study Japanese language education)        

Kazunari Iwata (p. 39)  

④ Tips to get your self-study guides published in Japan: My experience    Takuya Fujii (p. 40)      

※ This presentation will be delivered online from Japan to Hong Kong. 

⑤ Books as a commodity that connects authors, publishers, and readers    Hideo Okano (p. 41) 

 

Go back to Schedule 
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Keynote Lecture  

Saturday, July 16, 2016  

12:50-13:50 

Room CPD-3.04 

 

消費としての学び 

―言語学習のフレームを問い直す― 

Learning as consumption:  

Questioning the frame of language learning 

 

Ryuko Kubota 

The University of British Columbia 

 

Abstract:  

Language learning typically evokes a specific image or a frame of learning in order to acquire 

a language. In this traditional frame, the notions of language, acquisition, and learning are fixed and 

normalized. However, with the rise of the diversity of learners and linguistic practices as well as the 

commodification of language, these notions have been reconceptualized in applied linguistics 

research. This presentation will focus on learning and pay attention to the aspect of learning as 

consumption in the process of seeking pleasure through socializing and enjoying a sense of fulfillment 

and accomplishment, rather than as a means of acquisition. Understanding learning as consumption 

is contrasted with the mainstream view of learning for obtaining cultural and economic capital. It also 

raises the need to reconsider the traditional frame of language learning. 

 

Short Biography:  

Ryuko Kubota obtained Ph.D. in language education in Canada. She taught Japanese and language 

teacher education at Monterey Institute of International Studies and the University of North Carolina 

at Chapel Hill. Since 2009, she has been teaching in the Department of Language and Literacy 

Education in the Faculty of Education at the University of British Columbia. Her research is in the field 

of critical applied linguistics. Her publications include Demystifying career paths after graduate 

school: A guide for second language professionals in higher education (co-editor), Information Age 

Publishing (2012) and Race, culture, and identity in second language education: Exploring critically 
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engaged practice (co-editor), Routledge (2009) 

 

Back  
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Keynote Lecture  

Sunday, July 17, 2017 

10:00-11:00 

Room CPD-3.04 

 

市場化の進む世界における日本語教育のあり方 

―「語学」から「教育」へ― 

Japanese language education in a commercializing world: 

From “language learning” to “education” 

 

Uichi Kamiyoshi 

Musashino University  

 

Abstract:  

Nation-states have been weakening and dissolving. As massive global enterprises are 

increasingly replacing nation-states in terms of controlling the world, language educators need to 

confront and deal with global market principles. 

In marketing and corporate activities, it is possible to prioritize efficiency over all else. In 

Japanese language education, however, this is not a course that we can follow. Moreover, it is clear 

that the significance of Japanese language education will grow weaker with the further development 

of technologies such as machine translation and the spread of English as a global language. Thus, in 

this presentation I argue that we must, through taking a critical perspective and employing reflective 

learning activities, reposition Japanese language education from “language learning” to “education,” 

thereby imparting new value. 

 

Short Biography:  

Uichi Kamiyoshi has been Associate Professor at Musashino University since April 2016. Prior to this 

position, he has worked both full-time and part-time as an elementary school teacher, a pyrotechnist, 

a funeral director, and a travel agent, among the more than thirty different jobs he has had. At his 

second last position at an incorporated foundation, he engaged in planning and designing of 

governmental projects, as well as development and management of Japanese language education 

programs for businesses. His current research interests include critical approaches to the language 
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education and the relationship between Japanese language education and community development. 

He is the editor of Nihongo kyōiku: Gaku no dezain (Japanese language education: The design of 

learning) and a co-editor of Mirai o tsukuru kotoba no kyōiku o mezashite: Hihanteki naiyō jūshi no 

gengo kyōiku no riron to jissen (Toward language education that builds the future: The theory and 

practice of critical content-based instruction). He is currently Vice President of the Society for Teaching 

Japanese as a Foreign Language. 

 

Back 
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Featured Session  

Presentation 1  ※ This session is conducted in English.  

Saturday, July 16, 2016 

14:00-14:40 

Room CPD-3.01 

※ This presentation will be delivered online from Sydney to Hong Kong. 

 

日本の英会話学校における白人西洋男性の商品化と消費 

The commodification and consumption of 

white Western men in English conversation schools in Japan 

 

Roslyn Appleby 

University of Technology Sydney 

 

Abstract:  

This paper discusses the ways in which foreign English language teachers are constructed 

and consumed as objects of desire within the conversation school industry in Japan. It focuses 

specifically on the ways in which white Western men working as English language teachers perceive 

and respond to the romantic desires expressed by Japanese female language learners.  

A body of existing literature has focused Japanese women’s romantic desires for the West, 

English language, and Western men, and the corresponding commodification and consumption of 

white Western men within the conversation school industry in Japan (Bailey 2006; Kubota 2011; 

Piller & Takahashi 2006; Takahashi 2013). In response, this paper draws on an ethnographic and 

interview study of white Western men and their experiences of teaching English in Japan (Appleby 

2014) and examines teachers accounts of the ways in which private English language colleges 

harness, exploit, market and control the possibilities for romantic and sexualised relationships 

between teachers and students. Focusing specifically on data generated in one private English 

language college in a major Japanese city, it investigates the discourses that circulate about Western 

male teachers’ gendered and sexual allure, and then discusses the strategies that the teachers use to 

manage, deflect, and negotiate students’ romantic and sexual desires in the course of the language 

lesson.  

The paper argues that the commodification and marketing strategies employed by the 
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language colleges implicitly open up a field of possibilities for social and romantic interactions 

between teachers and students. Such relationships extend beyond the more conventional, 

pedagogical understandings of English language teaching as primarily focused on the adoption of 

methods to promote second language acquisition, and require skilled interpersonal and intercultural 

strategies that teachers must learn on the job. 

 

References 

Appleby, R. (2014). Men and masculinities in global English language teaching. Bristol: Palgrave 

Macmillan. 

Bailey, K. (2006). Marketing the eikaiwa wonderland: Ideology, akogare, and gender alterity in 

English conversation school advertising in Japan. Environment and Planning D: Society and 

Space, 24, 105-130. 

Kubota, R. (2011). Learning a foreign language as leisure and consumption: Enjoyment, desire, and 

the business of eikaiwa. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 14, 473-

488. 

Piller, I. & Takahashi, K. (2006). A passion for English: Desire and the language market. In A. 

Pavlenko (Ed.), Languages and emotions of multilingual speakers (pp. 59-83). Clevedon, UK: 

Multilingual Matters. 

Takahashi. K. (2013). Language learning, gender and desire: Japanese women on the move. Bristol, 

UK: Multilingual Matters. 

 

Short Biography:  

Roslyn Appleby is a senior lecturer and researcher in applied linguistics at the University of 

Technology, Sydney. Her research interests include the cultural politics of language, gender and 

sexuality, and the global politics of language education. Roslyn is the author of ‘ELT, gender and 

international development’ (Multilingual Matters, 2010) and ‘Men and masculinities in global English 

language teaching’ (Palgrave Macmillan, 2014). 

 

Back 
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Featured Session  

Presentation 1  ※ This session is conducted in English.  

Saturday, July 16, 2016 

14:45-15:25 

Room CPD-3.01 

※ This presentation will be delivered online from Korea to Hong Kong. 

 

「私達は永遠の英語学習者」 

―年配 ESL 学習者の余暇活動としての英語学習― 

“We are forever English learners”: 

Elderly ESL students’ learning English as a leisure activity 

 

Hakyoon Lee 

Georgia State University 

 

Abstract:  

This ethnographic study documents and characterizes elderly ESL students' language learning 

and use as a leisure activity. These participants, who have been attending publicly-funded ESL classes 

in Hawaii for several years, are willing to characterize themselves as "forever ESL students," since 

learning English to them is a lifelong hobby for enjoyment (Kubota, 2011) and for socializing. While 

immigrants’ second language learning is often justified or explained in terms of the acquisition of 

cultural capitals or socioeconomic mobility, this study calls attention to social dimensions of the 

immigrant ESL learning.  

Drawing on longitudinal ethnographic research, this paper analyzes learners’ and teachers' 

narratives obtained from semi-structured interviews. The analysis shed light on the meaning of learning 

English, its impact on classroom practices, and the gap between learners’ and teachers’ perspectives 

on language education. Specifically, taking an English class provided the learners with a feeling of 

satisfaction in the following two ways: 1) forming and maintaining their social networks and 2) giving 

a sense that learning English makes them participate in different social activities.  

By emphasizing social functions, hobbyist dimensions, and cultural consumption of English 

learning, this study shows how the participants use English to create space to belong and construct 

their social identities and relations. The analysis also indicates the mismatch between the curriculum 
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of immigrant education and the learning goals and motivation of adult immigrant learners who are 

learning a language for cultural/social consumption. While the teachers emphasize the development of 

competence, the learners highlight creating a safe space for enjoyment with a strong sense of 

community (Goldstein, 1996) and legitimatizing their membership in this community. Thus, there is a 

gap between the elderly ESL learners' needs in learning English and the teachers' perspectives on 

learning.  

By uncovering the hidden corners of language learning, this study challenges the roles of 

immigrant language education in the U.S., which often link English as a survival skill. I also assert that 

the long-term immigrant ESL learners need to be viewed as active consumers of English who pursue 

their personal and social enjoyment rather than be viewed as deficit learners. This also brings language 

learning closer to the real world by breaking down the monolithic notion of learning a language and 

instead offering an alternative understanding of it in research and practice. 

 

Short Biography:  

Hakyoon Lee (Ph.D., University of Hawai‘i at Mānoa) is a lecturer in the Department of World Languages 

and Cultures at Georgia State University.  She has been teaching Korean at Georgia State University 

since the fall semester of 2013. Her research interests are at the intersection of sociolinguistics, 

bilingualism and multilingualism, and immigrant education. With an emphasis on discourse analysis, 

her research focuses on understanding language learners' social interactions and their use of linguistic 

and cultural resources in various social contexts. She has published her work in Journal of Language, 

Education, and Identity (2011) and Applied Linguistics (2013). 

 

Back 
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Featured Session  

Presentation 1  ※ This session is conducted in English.  

Saturday, July 16, 2016 

15:55-16:35 

Room CPD-3.01 

民間英語学校教師のアイデンティティの複雑性 

―ある日本人教師のケース― 

The complexity of teacher identity  

in a private English language school: 

A case of a Japanese teacher 

 

Jian Tao & Ruriko Otomo 

The University of Hong Kong 

 

Abstract:  

The past years have seen a rise of English language education (ELE) targeting young learners 

in the private sectors in East Asia. Based on a popular “earlier is better” myth for language learning, 

an early start of formal English language instruction has been explicitly observed in foreign (if not 

English) language-in-education policies. For instance, English has been introduced as a formal school 

subject into primary schools and even the starting age of ELE has been increasingly lowered in multiple 

Asian countries. This therefore triggers parents to invest financially in private tutoring of English 

language at their children’s younger age. This broad phenomenon in East Asia is also driven by the 

increased symbolic power of English and its realization among the public in this region. It is widely 

believed that acquisition of English language confers better social status and upward mobility on its 

learners. Thus, highly-valued English language is being transacted as a tradable good that promisingly 

leads consumers to attain a certain goal. This is at the heart of commodification of language in private 

entities of ELE, and this is also the departure point for the current study.  

In light of the privatization of ELE, the existing literature in Applied Linguistics and its related 

fields has generally focused on young learners’ learning process, outcome and its consequences, while 

limited effort has been made to address teachers’ experience and their professional development in 

commercialized English language schools. In order to fill this research gap, the study, through narrative 
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inquiry, explores how a Japanese-English bilingual teacher underwent and coped with identity struggle 

in a heavily business-oriented environment which sells English language education and testing as an 

important commodity for young learners and their parents. We based our study on three rounds of 

semi-structured interviews, each lasting for about one and half hours. The narrative accounts include 

(1) her own language learning experience in the formal school setting in Japan, (2) research experience 

at an overseas higher education institution where she studied Applied Linguistics and developed her 

knowledge and belief about English language teaching, and (3) her two years long teaching experience 

in an “eikaiwa” (English conversation) school in northern Japan. The findings highlight the complexity 

of teacher identity construction amidst the co-existence of teacher-student and server-client 

relationships in the institution. The teacher was torn between her research-informed knowledge and 

belief about English language teaching, and the school’s pedagogical philosophy driven by its 

commercial interests in maximizing profits. On the one hand, she compromised in fulfilling and 

prioritizing her institutional responsibility to ensure customer satisfaction by adopting coping strategies. 

Central to these coping strategies was to set a clear-cut boundary between her personal and 

professional self/sphere. One the other hand, the ongoing confrontation of such tensions and her own 

observation of students’ achievement at the school consolidated her teacher belief in early childhood 

English language education and testing that are derived from her knowledge of SLA (Second Language 

Acquisition) and experience of conducting relevant research.  

The study concludes that the marketization of ELE has redefined the mission and role of 

language teachers in private English language schools, highlighting the institutional force in identity 

formation of such teachers. With the proliferation of private English language institutions in Japan and 

elsewhere, we argue that it is imperative to address the commodification of language and its 

manifestation in privatization of ELE in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) 

programs so as to prepare teachers for their possible career options. Moreover, language teacher 

educators are advised to attach more importance to critical reflection on the positioning of English 

language teachers in the contemporary society through such program so that the prospective language 

teachers can conceive of alternative ways of their identity development in private sectors. 

 

Short Biography:  

Ruriko OTOMO is a PhD candidate in the English language education division at the University of Hong 

Kong, Hong Kong. She has previously studied Applied Linguistics at the Australian National University, 

Australia and at Waseda University, Japan. Her PhD project examines a bilateral program in which 

Japan recruits healthcare migrants from Indonesia, Vietnam and the Philippines from the perspective 

of language policy and planning. Her research interests lie in language policy and planning particularly 

and sociolinguistics broadly. 

Jian TAO is a PhD candidate in the English language division at the University of Hong Kong, Hong Kong. 

She has previously studied TESOL at the University of Illinois at Urbana-Champaign, US and at Ningbo 

University, China. Her doctoral project investigates the identity construction of ESP teachers in Chinese 

universities. Her research interest centres around teacher identity and teacher development. 
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Featured Session  

Presentation 1  ※ This session is conducted in English.  

Saturday, July 16, 2016 

16:40-17:20 

Room CPD-3.01 

 

コードの曖昧性と日本のテレビにおける英語の商品化 

Code ambiguity and the commodification of  

English on Japanese television 

 

Gavin Furukawa 

（University of Tokyo） 

 

Abstract:  

This presentation examines the way that code ambiguity and language commodification 

interacts with each other in Japanese television. The over saturated markets of late modernity has led 

to language being used to give additional value (Heller, 2010, p. 105). Such language associated values 

are commonly applied to objects such as clothes, consumables, or services (Blommaert, 2010, p. 28-

30; Seargeant, 2011, p. 196). Easily understood examples of this would be the use of perceived English 

language on T-shirts which are so common in Japan. Using English that is often widely criticized for 

being awkward or meaningless, these T-shirts are mocked in various media sources both within and 

without the country of Japan (Furukawa, 2015b). In addition to commodifying objects and services, 

research on language commodification may also be applied to media celebrities whose job it is to 

market such objects. Such celebrities are commonly seen in advertisements for language schools 

because of their perceived English language ability (Seargeant, 2009, p. 95). Such uses of English in 

the medium of Japanese television have led to the use of English for constructing popular identities for 

many of these celebrities. In previous research on this topic it has been shown that the use of English 

in Japanese entertainment is quite complex, often used for questioning or ambiguating the boundaries 

between languages and cultures (Pennycook, 2003; Moody, 2006). It has also been shown that such 

use of English in Japan becomes then associated with a type of social chic (Furukawa, 2015a) or with 
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academic intelligence (Furukawa, 2014). Additionally, there are also cases in Japan where perceived 

English language inability is used to increase the commercial value of certain celebrities as well. This 

presentation will show how perceived inability with language is used to construct marketable identities 

for various television celebrities. Utilizing the concept of indexical fields (Eckert, 2008) I will show how 

television celebrities use the apparent inability to disambiguate English and Japanese to commodify 

themselves and increase their popularity and career success. The relation between this and other forms 

of code ambiguity will be discussed connecting such televised performances with the uses of English in 

popular music as well. 
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Eckert, P. (2008). Variation and the indexical field. Journal of Sociolinguistics, 12(4), 453–476. 
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Short Biography:  

Gavin Furukawa received his PhD in Second Language Studies from the University of Hawai‘i at Mānoa. 

His research focuses primarily on discourse analytic approaches to identity construction, particularly 

with data drawn from mass media. Previous research projects that Gavin has worked on include the 

uses of English in Japanese television, language stylization in Hollywood depictions of Hawai‘i, Hawaiian 

pragmatics in teaching, using student ethnography for critical language awareness, and the connections 

between tattoo culture and identity. He is currently working on a project involving the teaching of less 

commonly recognized languages through social media. 
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Special Session  

Saturday, July 16, 2016 

17:30-18:30 

Room CPD-3.01 

 

Special Session 1:  

In special session 1, Mr. Oikawa will give us a workshop on his teaching method. We think Mr. Oikawa's 

teaching practice deeply relates to the commodification of Japanese language education. We would like 

to deepen our discussion by experiencing his workshop.    

 

効果的な発音指導と学習者の話す力を引き上げる授業 

A teaching method to effectively improve 

Japanese learners’ pronunciation and speaking ability 

 

笈川幸司 

 

About the Workshop:  

In my conversational Japanese class, I successfully teach a large class of 400 students. There are three 

main techniques to build learners’ confidence and increase their fluency: 1. The use of “Oikawa musical 

notes” and stress on keeping the lips shaped throughout as if to form an “i” sound to teach the right 

accents and intonation, 2. The use of story-telling “patterns” that would be understood by Japanese 

speakers, 3. The use of a physical element that involves expressing and repeating your statement while 

shaking hands with your interlocutor. This teaching method improves learners’ fluency and builds their 

confidence in speaking Japanese. It has attracted attention not only from teachers of the Japanese 

language in Japan and abroad, but also from the English language teachers in Japan. 

 

Short Biography:  

Born in 1970 in Tokorozawa, Saitama prefecture, and graduated with a Master’s degree from Beijing 

Center for Japanese Studies. He is passionate about Japanese phonetics and is currently the 

headmaster of JASLON (Japanese Language Salon). 
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Special Session  

Saturday, July 16, 2016 

17:30-18:30 

Room CPD-2.14 

 

Special Session 2:  

In special session 2, we invite Ms. Erina Saji. She has been carrying out creative activities by combining 

puppetry and physical expression. Participants of this workshop will experience the process of 

transforming the written words to spoken words with their body. 

 

活字を身体で言葉にしよう！ 

Transforming the written words to spoken words with our body! 

 

佐次えりな 

 

About the Workshop:  

Actors and actresses get sympathy and resonance from audiences by transforming the printed word of 

drama to the organic word through their bodies. Each actor undergoes a process of interpreting the 

printed word differently when they perform. I take the following process: 

 

1. printed word (inorganic symbols) → 2. learn situations, environments, and conditions of the 

role (given story) → 3. learn the purpose of each moment (purpose of the lines) → 4. 

personalizing (visions with memory ) → words/lines 

 

The printed word remain inorganic symbols if the actors and actresses don’t understand why, under 

what circumstances, at what timing, and to whom they are saying the words. The body can transform 

these inorganic symbols to organic words by linking the printed word and memory. In this workshop, 

participants will experience this process. 

 

Short Biography:  

Ms. Erina Saji is a stage director, actress, and puppeteer who runs Utervision Company Japan as a 

head and Non-Profit Organization Tane no Atorie (種のアトリエ) as a chairperson of the board of directors. 
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She studied under Mr. Leonid Anissimov, a Russian stage director, and learnt Stanislavski System. She 

then joined Ninagawa Studio led by Mr. Yukio Ninagawa as an actress. In 2011, she founded “Utervision 

Company Japan” where she creates stage dramas from the image of bodies. All the dramas were 

created and directed by her and performed in multi-languages: Japanese, English and French. She 

studied puppet design under Mr. Noriyuki Sawa, a lecturer at Academy of Sciences of the Czech Republic. 

She now established a performing style that combines puppet and physical expressions.  

Ms. Saji has been performing all over the world. In addition to performing and directing dramas, she 

has been organizing workshops for performers and citizens. She has also joined the APEX light as a 

puppeteer and has taught communication using puppets in Brunei. 
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Material Session (Classroom) 【Invited】 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 

Room CPD-3.01 

 

「教材セッション（教室での発題）【招待】」では、教材作成者の方をお招きし、レクチャー/ワークショップという形で作成者にその

教材の具体的な使用方法や教材を商品として売り出すまでの裏話についてお話しいただきます。教材作成者と直接お話しでき

るこの機会をぜひご活用ください。 

 

考えさせる活動をベースにした授業の作り方 

Lesson design based on activities that encourage learners to think 

 

Satoru Koyama (Kyushu University)  

 

本書は、学習者と教師が共に考え楽しく学べる活動を中心とした授業の進め方を詳しく解説したものです。全 20 課構成で、

各ユニットは「レベルチェック」「活動」「リスニング」の３つのパートからなっています。国内外を問わず、「学習者が毎回休まず来ると

いう保証がない」「レベル差があり、学習の目的も様々」「十分な授業時間が確保できない」などの厳しい条件下でも学習者が成

果を実感できる教材を目指しました。本書のタイトルを「アイディアブック」としたのは、いずれは先生方がご自身でこのような活動を

作れるようになってほしいと考えたからで、当日のセッションでも本書の紹介と共に、活動の考え方や作り方についてもお話ししたい

と思います。 

 

 

小山悟（2015）『イラスト満載! 日本語教師のための活動アイディアブック』スリーエーネットワーク 
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Material Session (Classroom) 

Sunday, July 17, 2016 

13:30-14:10 

Room CPD-3.01 

 

中国の大学日本語教育における「フリップ」の活用 

―日常のクラス活動からワークショップ型学術発表へ― 

Usage of “placard” for a Japanese language course  

at a mainland Chinese university:  

From daily classroom activity to workshop 

 

Chizuru Komazawa (University of International Relations) & 

Yohei Sugata (Graduate School of Peking University) 

 

 発表者は、クイズ番組などで、正解を一斉に出してもらう際に使用される「フリップ」を手作りし、中国の大学における日本語教

育の中で活用してきた。この「フリップ」は、単に学習者の正解の確認にとどまらず、文字の練習をはじめ、文型導入、会話の授業

での「Show＆Tell」による産出活動、話題提供など、幅広い応用が可能である。当日のセッションでは、ワークショップの形式を採

ることにより、「フリップ」を用いた活動を参加者に体験してもらいたい。また、近年、発表者が挑戦している「フリップ」を利用した体

験型の学術発表についても報告を行う。その上で、「フリップ」のより良い活用法について、参加者とともに考える時間を持ちたいと

考えている。 

 

 

Back 
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Material Session (Booth) 【Invited】 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 & 13:30-14:10 

Room CPD-3.16 

 

「教材セッション（ブースでの発題）【招待】」では、教材作成者の方をお招きし、ブースを訪れた参加者に向けてその教材の紹介

やデモンストレーションを行っていただきます。教材作成者と直接お話しできるこの機会をぜひご活用ください。 

 

『日本語でインターアクション』ができるまで 

―教育理念の実現と商品化― 

Developing “Interaction in Japanese”: 

Actualization of educational philosophy and commodification 

 

Makoto Takeda (Waseda University)  

 

 発表者は 2014 年に共著で『日本語でインターアクション』を上梓した。この教材は「インターアクションのための日本語教育」

（ネウストプニー 1995、ファンほか 2014）の理念に基づき、学習者が実生活の様々な場面に適したインターアクションができ

るようになることを目指している。具体的には、語学教育で重視される「言語」のほか、インターアクションの「社会言語」「社会文

化」の側面、学習者が経験する「接触場面」の独自性、学習者自身による振り返りを重視している。 

 本発表では、まず、この教材の特徴を紹介する。そして、市販教材として出版されるまでに、教育理念実現と商品化をめぐって

執筆者が感じたことを共有したい。 

 

 

サウクエン・ファン、吉田千春、武田誠、徳永あかね、山田悦子(2014)『日本語でインターアクション』凡人社 

 

 

Back 

 

 

  



38 

Material Session (Booth) 【Invited】 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 & 13:30-14:10 

Room CPD-3.16 

 

「教材セッション（ブースでの発題）【招待】」では、教材作成者の方をお招きし、ブースを訪れた参加者に向けてその教材の紹介

やデモンストレーションを行っていただきます。教材作成者と直接お話しできるこの機会をぜひご活用ください。 

 

『Kanji in Context [改訂新版]』とその Web アプリケーション 

Kanji in context (revised edition) and its web application 

 

Tomotaro Akizawa (Inter-University Center for Japanese Language Studies)  

 

 アメリカ・カナダ大学連合日本研究センターが作成した『Kanji in Context [改訂新版]』と Workbook の書籍版、ならびに、

それらの Web アプリケーション版（マルチデバイス対応）を紹介する。 

 Web アプリは MySQL、php、javascript (+ jQuery)、css、html5 の技術を用いて発表者自身が作成しているので、設

計の方針や、プログラミングの際に直面した問題などの具体的な情報が提供できる。 

 アプリケーションは現在のところ本センターの学生・卒業生のみが利用可能だが、本シンポジウムの開催期間中は、下のアドレス

からアクセスして試用することができる。全くの未定ではあるが、将来、広告をつけて一般公開するなどし、収益化を図る可能性を

模索している。忌憚のないご意見を頂ければ幸いである。 

http://behind-iucjapan.sakura.ne.jp/demo/demo1 

 

 

アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター（2013）『Kanji in Context [改訂新版]』ジャパンタイムズ 
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Material Session (Booth) 【Invited】 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 & 13:30-14:10 

Room CPD-3.16 

 

「教材セッション（ブースでの発題）【招待】」では、教材作成者の方をお招きし、ブースを訪れた参加者に向けてその教材の紹介

やデモンストレーションを行っていただきます。教材作成者と直接お話しできるこの機会をぜひご活用ください。 

 

『日本語教育学の歩き方』を利用した研究生活を考える 

『Nihongo kyooikugaku no arukikata』 

(How to study Japanese language education) 

 

Kazunari Iwata (University of the Sacred Heart)  

 

 日本語教師としてしっかりお金を稼ぐには、キャリアアップを絶えずしていかねがなりません。そして、そのキャリアアップを目指すに

は、研究活動が避けては通れません。そもそも自分には適性があるのか？研究活動を行うに当たって、自分に合った分野は何な

のか？こういうことを考える必要があります。そこで本セッションでは、『日本語教育学の歩き方』を紹介しながら、実際に自分の適

性や各分野との相性を考えてもらいます。ネット上で動くシステムを紹介しながら、日本語教育学の研究についてお話ししたいと思

います。自分に合ったテーマ選びは、学位への近道です。 

 

 

本田弘之・岩田一成・義永美央子・渡部倫子（2014）『日本語教育学の歩き方―初学者のための研究ガイドー』大阪大

学出版会 
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Material Session (Booth) 【Invited】 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 & 13:30-14:10 

Room CPD-3.16 

※ This presentation will be delivered online from Japan to Hong Kong.  

 

「教材セッション（ブースでの発題）【招待】」では、教材作成者の方をお招きし、ブースを訪れた参加者に向けてその教材の紹介

やデモンストレーションを行っていただきます。教材作成者と直接お話しできるこの機会をぜひご活用ください。 

 

言語教師が日本で参考書を出版するコツ 

―経験から― 

Tips to get your self-study guides published in Japan: 

My experience 

 

Takuya Fujii (Ibaraki University)  

 

 現在日本には様々な英語学習教材が出版されている。規模の大きい書店に行けば、学校の授業についていくための参考書だ

けでなく、TOEIC、TOEFL、スピーキングの本など英語だけの本棚がいくつもあるのだが、これだけ多くの英語参考書が世の中に出

回っているのにも関わらず、どのようにしたら無名の英語教員が出版社から本の執筆を依頼されるようになるのか。出版社が求める

のは「斬新なアイデア」も当然あるのだが、それだけでは本の出版にたどり着くことがなかなかできない。それでは、何が必要なのか。

本を出版させる上で必要なスキルなどを紹介するのが今回の発表の目的である。 

 

 

藤井拓哉（2013）『ガチトレ 英語スピーキング徹底トレーニング』ベレ出版 
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Material Session (Booth) 【Invited】 

Sunday, July 17, 2016 

12:00-12:40 & 13:30-14:10 

Room CPD-3.16 

 

本「教材セッション（ブースでの発題）【招待】」では、出版社の方をお招きし、出版社の視点から言語教育の商品化と消費につ

いてお話しいただきます。 

 

著者、出版者、読者をつなぐ商品としての書籍 

Books as a commodity that connects authors, publishers, and readers 

 

Hideo Okano (Kurosio Publishers)  

 

本ブースでは出版社の立場から、言語教育の商品化と消費について参加者と意見交換します。出版には言論の自由という基

本理念があり、そのため民主主義国家では一般的に民間企業が経営主体となり、公権力の言論に対する介入を防いでいます。

しかし、民間企業であるがゆえに、企業存続のために利潤の追求は必要で、必然的に出版される本は商品ということになります。

著者、出版者、読者が書籍に対して異なったイメージを持つのはそのためです。 

このことは言語教育に関する書籍の出版にも当てはまります。このような点について皆様と率直に話し合いたいと思います。同

時に、小社の書籍をご紹介し、皆様がどのような教材や書籍を必要としているのかもお聞きしたいと考えています。気軽にお立ち

寄りください。 

 

 

 

 

Back 
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Panel Presentation 

Saturday, July 16, 2016 

14:00-15:30 

Room CPD-2.18 

 

一つの正解を求めない対話活動の意味 

―「商品」として消費される言語教育のあり方に抗して― 

The significance of the dialogue activity in which one correct answer 

is not asked for: In contrast to the commodification and consumption  

of language education 

Hideo Hosokawa (Yatsugadake Academia, Institute of Language and Cultural Education), 

Kazumi Take (Waseda University), Hisayo Arai (Waseda University), & 

 Naoko Shioya (Tokyo Denki University)  

 

本パネルでは、「商品」として一元化、大量生産、消費される日本語教育のあり方に異議を唱え、それらを打開する日本語教

育のあり方や教育実践の可能性を探り、これらについてフロアと議論する。 

 まず、本パネルでは、言語教育が大量生産、大量消費されるのは、言語教育において形式主義、技術主義、方法主義が蔓

延し、それらが「一つの答え」を求めるからである、という仮説を立てる。言語教育とは、本来、一つの答えを求めない、むしろ、複

数の答えがあるということを考えるところに意味があるのであり、それらはアイデンティティの形成、市民性形成、社会形成等につな

がるものである。言語教育とは、地球上のさまざまな人々と共に生きていくための社会を形成するためのことばによる活動の場とそ

の形成を目指すものである。そして、ここでいう言語教育とは、言語を教えることを目的化しない、しかし、言語による活動の場

（共同体）を保障し、活性化する教育のことである。 

 そこでは、教師・学習者という行為者の活動を結ぶものとしての教育実践が問われることになるだろう。そして、それは、それぞれ

のアイデンティティを問う意味でもある。また、それは、共に生きる社会において、一人ひとりが充実した言語活動主体として、個人

と社会を結ぶにはどうしたらいいか考え、実践するという課題である。個人一人一人が、自分の問題関心から問題意識へという方

向性を持ち、ことばによる活動を軸に、他者を受け止め、テーマのある議論を展開できるような場（共同体）を形成することこそ、

いま必要なのである。 

 教育が大量生産、消費される現状を打開するためには、教育実践の考え方を「一つの正解を求める実践」から「一つの正解を

求めない実践」へと転換していく必要がある。そして、そうした実践では、「教室」は「さまざまな価値観・考え方を認める、具体的な

活動の場－一つの社会そのもの」となろうし、そこでの「知識」は、目的としてではなく、「課題について考える過程で、さまざまな形・

プロセスで結果として体得されるもの」となるだろう。また、そうした実践の「シラバス」は、学ぶべき知識の学習項目があらかじめ列

挙された固定的・体系的なシラバスではなく、「活動項目としては存在するが、活動の状況により変容するもの」となろう。 

 本パネルでは、まず、発表 1 で、本パネルの理論的背景（教育の商品化と消費をめぐる日本語教育の現状、問題点、現状を

打開する方向性等）について論じる。そして、続く三つの発表では、それぞれの発表者が行っている「一つの答えを求めない実践」

の考え方、あり方を提示し、その可能性を探る。具体的には、発表 2 では、留学生を対象とした、一人ひとりが自分の興味や目的

のもと、異なる本を読み、読んだ人の思いを共有する読書の活動について考える。発表 3 では、議論を通して世界の問題に関する

自分の答えを明確にした上で、複数の答えがあることを考えさせる活動について考察する。そして、発表 4 では、日本語教師を対

象とし、教師達がそれぞれの日本語教育観や教育実践を他者との対話によって明らかにしていく活動について論じる。 
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日本語学習支援過程における学習者の意識変容 

The changing of learners' awareness 

in the process of Japanese learning support 

 

Hanako Sen (Graduate School of Waseda University)  

 

現在、日本語教育の現場では、それぞれの現場の実情に合わせ、様々な日本語学習支援実践が行われている。早稲田大

学においても、留学生など日本語を母語としない学習者の急増と伴い、「わせだ日本語サポート」(以下、「サポート」)という日本

語学習支援実践が 2011 年より展開されている。 

筆者は、現在「サポート」の支援スタッフとして、「サポート」実践に携わっている。「サポート」では、「留学生支援システムと留学

生との最初の接点となるポータル」（黒田、2012、p.14）という位置づけのもと、学習者の自律的な日本語学習を支援するこ

とを目的に、1)日本語学習アドバイジング、2) 日本語学習リソースに関する情報提供、3) 日本語学習相談、といった３つの

実践が行われている。 

「サポート」には、日本語学習に関する疑問や悩みを抱えた日本語学習者が訪れる。私たちは、利用者と１対１で約 45 分

のセッションを行い、やりとりをしながら、利用者に自身の日本語学習に関し主体的に考えるよう促したり、必要と思われる学習リ

ソースを紹介したりする。セッションを行うにあたっては、常に利用者の自律的な日本語学習の実現を遠くに見据えつつ、「教えな

い」「決めない」「評価しない」（奥田、2012）ということを心がけている。｢自律｣という用語に関しては、青木(2011)に「学習者

オートノミー」の定義を援用する。学習者オートノミーとは「自分の学習に関する意志決定を自分で行なうための能力」であり、「学

習の目的、目標、内容、順序、リソースとその利用法、ペース、場所、評価方法を自分で選べるということ」である（青木・中田、

2011、p.2）。 

本発表では、「サポート」を継続的に（6 か月以上にわたり、1 週間に 1～2 回程度）利用した学習者Ｙを調査対象に行っ

たインタビューのトランスクリプトを分析した結果を発表し、日本語支援過程における学習者の意識変容を考察した上で、そのよう

な意識変容が学習者の日本語学習にどのような影響を与え、また自律性とどのように関連するかについて論じる。 

 

参考文献 

黒田史彦（2012）「留学生支援システムの構図」『早稲田日本語教育実践研究』刊行記念号，7-23. 

奥田純子（2012）「日本語学習アドバイジング―その深さと大切さ―」（2012 年 5 月 12 日，早稲田大学日本語教育

学会 2012 春季大会 企画講演会） 

青木直子・中田賀之（2011）「学習者オートノミー―初めての人のためのイントロダクション―」青木直子・中田賀之編『学習

者オートノミー―日本語教育と外国語教育の未来のために―』序章，ひつじ書房，pp.1-22. 
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ネット上の自律学習者における日本語学習・日本関連商品の購入傾向について 

―学習目的としての「日本観光旅行」に注目する― 

Tendency of Purchasing Products Related to Japan or  

Japanese Learning by Self-directed Learners on the Internet 

 

Akira Yoshikai (Chairperson of the Nihongo Learning Community/Dentsu Inc.) 

 

＜概要＞ 

論者主宰の Facebook 上の日本語自律学習者支援グループ「The 日本語 Learning Community（以下「コミュニテ

ィ」）参加者を対象とした日本語学習・日本関連の商品購入傾向調査を実施し、主に学校での日本語学習経験者（以下

「学校経験者」）と経験がないもの（以下「（学校）未経験者」）、および学習目的として「日本への観光旅行」を挙げたもの

（以下「日本旅行目的者」）に注目し分析した。その結果①学校未経験者の学習関係書籍などの購入経験は、経験者に比

べてやや少ないものの一定割合存在する②日本旅行目的者は様々な日本関係商品・サービスを積極的に購入しているなどが

分かり、日本旅行目的者への対応を通じて日本語教育が観光に及ぼせる経済的な影響力の可能性が見えてきた。 

 

＜調査概要＞ 

実施時期：2016 年 3 月 15 日～20 日 

実施方法： Google フォームによる日英併記無記名アンケートをコミュニティで告知 

有効回答数：133 件 

国地域別内訳：37 国地域 

主な国地域：18 件：台湾、16 件：ベトナム・ミャンマー、7 件：フィリピン、6 件：トルコ、5 件：タイ・中国・ブラジル、4 件：

モンゴル・マレーシア・香港 他 26 国地域 

 

＜主な結果＞ 

 学習書籍購入経験を学校経験者と未経験者で比較すると、紙の教科書や文法書がそれぞれ 64%と 51%、紙の辞書

が 44%と 33%、デジタル教科書や文法書が 21%と 18%、デジタルの辞書が 29%と 20%であり、未経験者の方が経

験者に対してやや少ないものの、いずれも一定規模の購入経験が認められた。 

 趣味的なもので購入経験の多かったものは 1)日本語の音楽 27%、 2)日本語の映画・ドラマ 24%、 3)日本への旅

行 22%などだった。 

 学校経験者の日本旅行購入経験者は 27%と非経験者の 12%に比べて２倍以上大きかった。 

 日本旅行目的者が、そうでないものに比べてほとんどの調査項目で購入経験が多かった。また併せて他の学習目的も選

ぶ場合も多かった。 
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＜考察＞ 

 アジア新興国を中心に日本語学習者に限らず日本旅行希望者は増加の一途をたどる。海外日本語教育施策の一環として、

観光ニーズを学校での学習やネット上での自律学習につなげていけば、本調査結果が示唆するように学習者が様々な日本関係

商品やサービスをより積極的に購入するだろう。 

 日本観光旅行ではあらかじめ日本語を話せるかどうかで楽しみ方や充実度が大きく違う。また日本旅行目的者はそもそも高い

購入力があると思われ、今回の結果もそれに沿っている。このような学習者を戦略的に集め、付加価値の高い実践学習コースを

提供するなど、日本語教育が巨大な観光産業の一角を担うようになれば、日本語教師の待遇問題解決の一助となるのではな

いだろうか。 
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言語教育実践の場で「非専門家」である学生たちは何に気づき、何を感じ、何を学んだか 

―慶應 SFC における「サバイバル日本語セッション」を対象とした質的研究― 

The types of awareness given to “non-professionals”  

through the language educational practice: 

A quantitative study on “survival Japanese session” at Keio SFC 

 

Akinori Okawa, Weining Li, & Takao Tomono (Keio University)  

 

言語教育の「商品化」と「消費」について考える際、「非専門家」や「素人」の存在は軽視するべきではない。本シンポジウムに

おいて発表者らは「非専門家」「素人」による言語教育実践の意義や役割について、イノベーション・商品化・消費の観点から考

察を行う（伴野・李・大川 2016）が、本発表では、「非専門家」「素人」による言語教育実践の事例を示し、考察を行う。具

体的には、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（以下、慶應 SFC）における「サバイバル日本語セッション（以下、SJS）」をそ

の考察の対象とし、実践主体である「非専門家」たちが何を感じ、何に気づき、何を学んだのかについて質的に考察を行っていく。 

SJS は、2015 年度秋学期に慶應 SFC で行われた教育/学習支援実践である。それまでの学期にはいなかったタイプの留学

生が急増したことを受けて始まったものであり、発表者である大川、李を含む学生 8 名を中心に、発表者の一人であり日本語研

究室の教員である伴野をアドバイザーとして行われた。学生らは言語や文化に関する研究会の履修者ではあり、日本語教育能

力試験合格者、留学生、帰国生がそれぞれ 1 名いたものの、言語教育/学習支援のトレーニングを受けたことがある者はいなか

った。セッションは毎回一人または数名がその回の担当者となって内容を考え、アドバイザーの助言を得て内容に変更・改善を加

えた上で実践を行った。セッションは約 2 ヶ月行われ、参加する日本語学習者は固定されてはいなかったが、概ね毎回 10 名ほ

どが参加していた。 

本発表では、SJS に参加し、セッションの内容を考えつくりあげていった側の学生らに注目し、学期末に書いたレポートを「質的

統合法(KJ 法)」（山浦 2012）によって分析・統合することで考察を行った。その結果、言語教育/学習支援実践において

「文化」をどう捉えたらよいか、「学習者ニーズ」をどう考え活かせばよいか、媒介語使用がセッションや言語学習にどのような影響を

与えるかなどに関する多くの気づきがあったことが示された。 

本研究の意義は、当事者らが質的研究の手法に従って自分たちが何に気づき、何を感じ、何を学んだかを記述できたというこ

とだけに留まらない。将来的にも専門家になることを目指していない「非専門家」「素人」であっても、適切な環境におかれれば短

期間で言語教育/学習支援に必要な視点を得られることをも示している。このことは、「非専門家」「素人」がイノベーションを引き

起こす存在となり得ることを主張する伴野・李・大川（2016）の主張を支持するものと言えるだろう。 

 

参考文献 

山浦晴男（2012）『質的統合法入門 考え方と手順』医学書院 

 

 

Back  



47 

Paper Presentation  

Saturday, July 16, 2016 

14:45-15:25 

Room CPD-2.17 

 

言語教育の商品化に伴う教育側の進化 

Evolution of Education Associated with  

Commercialization of Language 

 

Xiaoyan Li (Kyushu University) &  

Takashi Hashimoto (Japan Advanced Institute of Science and Technology)  

 

近年の言語教育の世界に二つの顕著な動きがある。一つは学校の営利目的の活動、もう一つはE-learningの進展である。

筆者の李はこれまで中国と日本の日本語教育現場に身をおきながら教育研究活動を行なってきた。二つの教育現場は様々な

点で異なるが、言葉を教える立場に立つ教師の目には、共通する点も多々ある。その 1 つは、言語教育の商品化が進んでいる

ことである。中国では某外国語大学に勤め、正規の日本語学科のクラスを担当するだけではなく、大学が営利目的で行う企業と

の教育連携プログラムにおける社員教育や社会人向けの日本語教室も担当していた。日本では、英会話中心の駅前留学が盛

んであり、また、各種日本語学校も事業継続のために利益を出す努力をしている。基礎教育において言語教育はもっとも商品

化が進んでいるといえるであろう。一方、iPad 等のタブレットやスマートフォンの普及に伴って、言語学習アプリも続々と出て来てい

る。情報通信技術の発展や、教育産業への iPad 等の普及を推進する Apple などの企業の取り組みもあり、今後、企業が参

画する E-learning はますます発展していくと予想される。本研究は、これら二つの動きを言語教育の商品化の面から捉え、この

動きにより言語教育はどのように進化していくかについて議論する。 

 筆者と共同研究者は、日本語オノマトペの明示的及び暗黙的なニュアンスを両方とも習得する学習方法を提案し、それを実

装した E-learning システムを構築した。これは、オノマトペの形式的ルールを学習し、それを用いて学習者が自らオノマトペを創

作し、それに対して母語話者の暗黙的ニュアンスを含んだデータベースからのフィードバックを得るプロセスを繰り返すシステムで、学

習効果があることも検証されている。しかし、本システム利用者へのアンケート調査によると、「フィードバックは文字だけでは難しい」

「画像や動画などイメージできるものを加えてほしい」などの声があった。もし、本学習システムをタブレットなどで使えるアプリにし、広

告掲載や有料化により「商品化」できれば、動画などを加えてよりわかりやすく楽しく学べるシステムの開発を進める経費を得られ

るだろう。またそれによって学習者のより一層の自己効力感と学習効果が期待され、自主学習にもつながる。そして、このようなシ

ステムや学習方法の学習効果を確かめる研究を進める資金にもなる。 

教育の大衆化とマルチメディア技術が普及した 21 世紀の言語教育は、狭義の教育の枠に囚われず、商品化をもっとプラス志

向で捉えてよいであろう。教育側は学習者の立場に立って教育のあり方を常に考え直し、教育の内容と方法を進化させていく必

要がある。Drucker（1974）が論じたように、コミュニケーションは受け手に認められ期待されてはじめて成立する。教育は、学

習者に認められ期待されてはじめて成立し、継続させられると言える。そのような教育への進化を加速させる手段の一つは商品化

だと考える。ここでは教育の商品化を次のように捉えたい。学習者がお金を払ってでもやりたいと思える教育コンテンツ・教育方法

を提供し、資金を得ることで常により良いコンテンツや方法の開発・研究を進めることを含めた教育事業を推進する好循環である。 
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ポーランドにおける近年の日本語教育環境の変化と教育界の対応 

Recent trend of Japanese education in Poland and  

the reaction of educational institutes 

 

Ryotaro Sakamoto (Warsaw Japanese Language School) 

 

※ This presentation will be delivered online from Poland to Hong Kong.   

 

在ポーランド日本国大使館によると、現在ポーランド全体で５２、ワルシャワだけでも１５の日本語教育機関が存在する。近

年、日本語を扱う言語学校の数は増加する傾向にある。そんな親日国ポーランドからの報告。２０１４年には中国と同数で世

界一の文部科学省奨学生を派遣した国ポーランドの日本語教育界の現状はどうなっているのか。２万人近くの来場者を記録し

続けるヨーロッパでも有数の日本祭り、中東欧の各国が参加している中東欧書道コンクール。ポーランドでは現在、それぞれの機

関の壁を越え教師会や大使館、商工会、日本人会などの幅広い協力・連帯が強くなり、日本そのものを幅広く売り出している。

この背景には、近年国家的財政支援を受けてヨーロッパ各国で学習者数を増やしている東アジアの言語の広がりに対する危機

感も見え隠れする。 

日本語を学ぶならこの学校という時代から、言語学校が増えるに伴い、学習者は多くの選択肢の中からどの学校で学ぶかを選

べる時代に突入した。今まであまり特別なことをしなくても学習者が自然と増えていった言語学校も、否応なしに競争の波にさらさ

れることとなった。その波の中では教科書、教師、シラバスなどはサービスの消費者である学習者が評価する商品と化していった。

ネット社会の到来とネット利用者の若年化もこの傾向に拍車をかけている。ネイティブ教師の存在を前面に押し出す学校、授業

料の安さをアピールする学校、日本文化の授業も取り入れることによって学生の取り込みを図る学校がある一方、時代の波に対

応できず、学生数が減っていく機関も存在する。 

発表はまず、ポーランドにおける日本語教育界の現状についての要約から始まり、その中で教師会の役割について取り上げる。

学習者増加に伴い、日本語弁論大会の運営にも応募者の急増により改革が求められてきた。国立大学、私立大学、言語学

校などそれぞれ立場の違う機関の教師が集う日本語教師会はこの荒波をどう乗り越えてきたのか。 

次に、ポーランド日本祭りに言語学校として唯一過去３年間実行委員を派遣し、３年間で学生数を１０倍としたワルシャワ日

本語学校の実践報告について取り扱う。言語教育を商品として考えた場合、そこに付加価値を付けることで商品としての価値を

高める必要がある。ワルシャワ日本語学校の場合はそれは各種ワークショップやサマースクール、太鼓部などの文化活動が言語教

育に付随する付加価値としての意味合いを持っている。言語学校は大学とは違い、サービスの商品化が急速に進んでいる。その

ため大学における日本語教育と言語学校における日本語教育の間には必然的に大きな差が生じ、今後もその差は広がっていく

ものと思われる。 

言語学校経営という視点から言語教育の商品化と消費について考えていく。 

 

本発表はワルシャワ日本語学校との共同研究である。 
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商品化したオンライン言語教育による学習体験の質的分析に基づく学習観の変容過程 

―中国におけるオンライン言語教育を対象として― 

The transformation process of learning conception  

based on the qualitative analysis of learning experience in 

commodification online language education:  

Targets at online language education in China 

 

Yao Liu & Wanxin Yan (Tohoku University)  

 

近年、日本の外務省（2012）により、日本国外における日本語教育の課題解決策として、IT 化の推進が提唱されている。

実際、中国においても、情報通信ネットワーク環境の開発は本格的に進められており、IT 化の潮流はオンライン言語教育という

形で外国語教育分野にも及んでいる。こうしたオンライン言語教育は、「市場に参加する経済主体の多様性」、「市場に供給さ

れる財の同質性」、「市場に参加する経済主体における情報の完全性」及び「市場の参入・退出の自由の保証」（公文・大橋 

2014）といったネットワーク社会の完全競争の４条件と合致したものであることから、商品化が進んでいる。例えば、専門学習サ

イトとしての「滬江」、オンライン辞書としての「有道辞書」などがあげられる。 

このように、商品化したオンライン言語教育の存在とその有効性に関する学習者の認識が高まりつつある一方で、利用率が低

いという問題が指摘されている。その原因として、「内容は自分に向いていない」、「有料項目が多くて、負担できない」といった点が

指摘されている（席・李 2015）。こうした問題の背後には、コスト（人・モノ・金・時間）をなるべく減らして、より安く、より短期

間に、労力をかけずに目標を達成する（鈴木 2005）という過度に商品化傾向が進む言語教育の在り方があげられる。 

一方、商品化したオンライン言語教育に関する先行研究の多くは、教材や機能（李 2011）の評価に重点が置かれ、学

習者の学習体験の詳細に関しても、質問紙調査による満足度の評価に留まっている。こうした点について、松田ほか（2007）

は、「e ラーニングの学生の満足度をアンケートで質問し、その平均値が一定レベルを超えていれば、e ラーニングが成功であり、教

育・学習の質保証がなされているとみなしてしまうのは、少なくとも、e ラーニングの質保証としては、不十分である」とその問題性を

指摘している。 

そこで、本研究では、中国において最も利用者数が多く、認知度が高い、オンライン言語専門学習サイト「滬江」の利用者 5

名を対象とし、商品化したオンライン言語教育の学習体験に焦点を当て、①学習者の体験の詳細、及び②学習者の学習観の

変容過程、について明らかにすることを目的とした。調査は半構造的（semi-structured）、深層的(in-depth)、自由回答

的(open-ended)インタビューを採用した。インタビューから得られた意味要素はをカテゴリー化され、最終的に、商品化したオン

ライン日本語教育の学習者の学習体験モデルが構築された。本研究の結果、オンライン日本語教育の学習者の「言語学習は

いかにすれば効果的に進むのか」と言った学習観の変容過程が明らかになり、そうした学習者の学習観に基づくオンライン日本語

教育の在り方について議論がなされた。 

 

参考文献 

外務省（2012）海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会 最終報告書 PP.1-52 
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李妲莉（2011）多媒体日语教材的开发、使用与评价―以《日本语初/中级综合教程》  为例 日语学习与研究 第 4
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「モニター」としての参加による経験学習と日本語教育実習のあり方 

Experiential learning through participation as language monitors: 

Rethinking the Japanese teaching practicum 

 

Akiko Mitsui (York University) & Hiroko Yamamoto (Chubu University) 

 

本発表ではカナダのヨーク大学グレンドン校の日本語イマージョンプログラムで実施された日本語教育実習において、ランゲージ

モニター（以下モニター）として参加した教育実習生が得た学びから、経験学習（experiential learning: Kolb, 1984）に

よる効果と、教師養成講座の新たな役割を論じる。 

日本語教育実習は、一般的に既存のプログラムのクラスに実習者が教師の「見習い」の立場で参加するものである。こうした従

来型の実習では指導教員の下で実際に授業をしてみることが中心であり、どのように授業を進め、授業内で学習者に応対するか

という教師としてのあり方、指導技能に実習指導のフォーカスがある。そのため、学習者との生きたコミュニケーションは付随的であ

り、学習者との関係も教師との関係性の疑似的なものに限られる。 

一方、本プログラムはカナダにおいて大学レベルの日本語のイマージョンプログラムとして初めて試みられたものであり、実習生は

モニターとして、2 週間のプログラム期間中、学習者とともに寮で共同生活をし、プログラムにおける全ての活動を学習者と共に行

い、常に日本語のみの環境を作ることを求められた。また実習生は送り出し・受け入れ双方の連携の指導の下、事前にオリジナ

ルの教材作りに一部参加し、教壇実習の準備を行い、プログラム内で実際に教壇実習を行い、教師としての体験の機会も得た。 

筆者らは目標言語使用の実態と本実習にての実習生の学びを明らかにするため、2014 年度の学習者、実習生双方の事

前事後アンケート、実習生レポート、クラス外での食事時等の会話の録音データ、受け入れ側の教師の記録の分析を行ったとこ

ろ、以下の結果が得られた。 

まず、目標言語使用については、学習者はカナダ国内の大学で日本語を１年間学んだだけであったにも関わらず、期間中は

もちろん、終了後においても学習者間でも常に日本語のみが使われ、日本語のコミュニティーの形成が認められた。このコミュニティ

ーの形成の要因の一つに、モニターの存在の貢献が大きく認められた。 

また、実習生の学びについては、1) 教師の役割、プログラムにおける授業の位置づけについて自分なりに考えることができた 2) 

モニターという立場から、学習者と日本語だけでどのようにコミュニケーションをしたら楽しく学習にも効果的な会話をできるのかを体

験できた、3) プログラムの一環として、学習者の身内的立場で共に現地の様々な日本人コミュニティーに関わる場を持つことで、

人々の学習者への接し方を観察、自らと比較することで学習者との接し方について、何度も省みる機会を持てた、といった気づき

が認められた。 

このようにモニターとしての教育実習参加は、実習生にとって実際の教育場面や社会生活において学習者との関わりを多面的

に学ぶ機会となった。よって養成講座、教育実習が、専門性の高い教員の養成だけでなく、日本語を第一言語としない人々との

関わりにおけるリーダー的役割を果たせる人材育成の場にもなりうることを示したい。 
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外国語環境における教室の価値 

―教室内外の語彙学習の取り組みの分析から― 

The value of the classroom in JFL environment: 

Analysis of cases of vocabulary learning in and out of the classroom 

 

Yuzhe Li (Graduate School of Waseda University)  

 

１．問題と目的 

衣川(2009)は教室を「学びが生じ場」と定義した。外国語環境にいる学習者には、自然習得の機会が少ないため、学びの

過程において、教室は極めて重要な役割を果たしている。しかし、今現在、インターネットを通じて学習環境が変わりつつあり、教

室外でも学習リソースが豊富になっている。このような学習環境の変化に対応して、我々教室に立つ言語教師、ある意味で外国

語教育という商品を提供している側は、消費者である学習者の立場から、教室に行く価値を考えなおす必要があると思う。 

秋田(1995)は、学習者から見る教室は自分との関係の中で様々な意味合いを付与していく個人的色彩を濃く持った概念で

あると述べている。また、語彙学習には学習者の個人差はかなりあるため、学習者の意識がよく見られると言われている。 

そこで、本研究では、教室内外の語彙学習の取り組みを分析することによって、学習者は教室内外でどのように勉強している

か、教室に期待することについての検討を試みる。 

 

２．方法 

【調査協力者】中国の大学日本語専攻生の１年生（75 名）である。【課題】「教室内外における語彙学習」と「大学の日

本語教室について」という２つの自由記述アンケートを実施した。課題（１）には「教室内／外でどのように語彙学習をしている

か」という質問を設けた。課題（２）には「教室はどんな場所だと思うか」「教室で何をしたいか、何を得たいか」「理想的な教室の

ありさま」という質問からなる。【手続き】学習者に十分考えさせるために、実施場所は教室外とし、時間の制限を特に設けなかっ

た。記入言語は母語の中国語で、日本語に訳した内容を M-GTA の方法でカテゴリー化した。  

 

３．結果と考察 

課題（１）の結果から、教室内の語彙学習と教室外とでは大きく異なることが確認できた。具体的には、教室内では「先生

に従う」「教科書に従う」「リピートする」はカテゴリーの上位３位であり、受身的な学習実態が明らかになった。それに対して、教室

外では「ドラマ・アニメ・音楽から集める」「調べる」「使ってみる」はカテゴリーの上位３位であり、学習者はより積極的な姿勢や表

現する意欲が見られた。 

また、課題（２）の結果から、多くの学習者は現在の教室は「日本語の専門知識や文化を学ぶ場所」と捉えていることが判

明した。これからの教室では「もっと自己表現する機会がほしい」「自信を持って話せるようになりたい」「他者との意見交換をした

い」という要望があることが分かった。さらに、理想的な教室には「教科書から外れる時がある」「気楽な雰囲気と仲良い人間関

係」「助け合う」「話し合いによって学び合える」という要素があってほしいと期待されていることが分かった。 
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以上のことから、学習者は教室の外での学習実態と教室の中で期待することとでは同じカテゴリー（「学んだことを使いたい」な

ど）が見られた。それは、受容的な学習より産出的な学習を求めていることだと言えよう。教室の価値をあげるために、学習者の

表現の場を作り、語彙の産出活動を促進する教室環境を整備する必要があると考えられる。 

参考文献 

衣川隆生(2009)「教室を考える」水谷修監修，小林ミナ，衣川隆生編『日本語教育の過去・現在・未来 第 3 巻 教室』,

凡人社, 1-20. 

秋田喜代美(1995)「教えるといういとなみ-授業を創る思考過程」佐藤学編『教室という場所』,国土社,46-85. 
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オーストラリアの大学の日本語教室に学生は日本語を学びに来るのか。 

Japanese language classes in Australia,  

where the students do not necessarily come to learn Japanese 

 

Chihiro Kinoshita Thomson (UNSW Australia) 

 

発表は日本語です。 

This presentation will be in Japanese. 

 

This paper argues that Japanese language learning in Australia has shifted largely from policy 

driven, instrumentally motivated endeavours, to individual consumption of the entertainment aspect 

of learning Japanese.         

The learning of Japanese in Australia started in the midst of Japan’s Imperialism and the 

White Australia Policy when Japan was considered a threat to Australia. Thus learning of Japanese 

was strategic and pragmatic. It was followed by the era in which Japan was Australia’s No. 1 trading 

partner. In this era, the Japanese language was considered important for the nation’s economic gain. 

The move from the White Australia policy to the multicultural policy in the 70’s and 80’s placed 

Japanese as one of the nation’s priority languages. Japanese was positioned as an ideally distant 

language from English to raise cultural and intellectual awareness of school children. The number of 

learners of Japanese rose and Japanese became the most widely studied foreign language in 

Australia. Even after the so-called Japanese boom ended, one in ten school children are still studying 

Japanese in Australia. Throughout these changes, Japanese was considered to be useful to Australia, 

thus the policies have advocated schools and universities to teach Japanese. Japanese has been 

considered a strategic tool for Australia’s security, a pragmatic tool for Australia’s economy, and an 

intellectual tool for Australia’s education. 

To echo the government’s intentions, we have long assumed that students are taking 

Japanese at universities because they wanted to learn the language, perhaps to use it in travel, in 

future careers or to gain credits. However, we have been observing a shift in Australian university 

classrooms in the students’ attitudes towards learning Japanese. University Japanese classrooms are 

different from school classrooms in that the students choose to study Japanese, while in schools, 

students often do not have any other choices or are told to take Japanese under the language 

requirement placed by the education authorities. University students do not appear to come to the 

Japanese classroom with strategic, economic or intellectual gain as their primary motivation. Many 

appear to come to Japanese classes because it is fun. The learning of the language itself appears to 

be a secondary concern, at least to a certain group of learners. 
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This paper draws upon interviews, surveys and other data of Australian university students, 

describes and examines this new type of learners of Japanese, who take Japanese courses as general 

education options or electives, often come to the Japanese courses not to pursue a committed 

language learning career at universities, but to enjoy socializing in classrooms, pick up some 

Japanese to be ‘cool’. In other words, they consume learning of Japanese language.  These 

consumers use the Japanese they learn in order to further consume things Japanese, such as Anime 

and computer games.  

The ‘cool Japan’ phenomenon has created many such consumer-learners who do not fit the 

traditional mould of “students of Japanese.” Some of them, as mentioned above, come to university 

courses, and others consume Japanese language and learning of the language outside of the 

classrooms. This paper examines a new perspective of framing Japanese language education that is 

inclusive of consumer-learners, as opposed to the traditional notion of language learning as future 

investment (Norton 2000). 
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「社会参加」としての就職活動を考える 

―元留学生のライフストーリーから― 

Job-hunting as a process of "social participation":  

Life stories of former international students who work in Japan 

 

Jumpei Miyo (Musashino Art University)  

 

本発表は、日本国内の企業に就職した元留学生のライフストーリーから、今、日本で就職を希望する留学生に対してどのよう

な教育・支援が求められているのかについて議論することを目的としている。 

2007 年の「アジア人財資金構想事業」を契機に、日本語教育においても就職支援のあり方が広く議論されるようになった。

ただし、三代（2015）が指摘しているように、その提言は、ビジネス日本語と日本企業文化の理解を中心に展開している。そし

て、その議論は、1980 年代に日本語教育に受容されたコミュニカティブ・アプローチの延長とみることができる。ここで二つの観点

で、就職支援の議論を再考したい。一つは、80 年代から 90 年代にかけて行われた日本語教育におけるコミュニカティブ・アプロ

ーチの議論で、現在の就職支援の議論がさらに学べる点はないか。もう一つは、コミュニカティブ・アプローチを批判したいわゆるポス

ト・コミュニカティブ・アプローチの視点から、どのような就職支援の議論が可能か。この二つの観点から見えてくることは、就職を「社

会参加」としてとらえるという視点と、「社会参加」におけるアイデンティティ交渉として就職活動をとらえる視点である。この二つの視

点から、従来の留学生に対する就職支援では、議論されなかった日本語教育の役割について述べたい。 

本研究では、日本に留学し、日本で就職した 20 名の元留学生に対してライフストーリー・インタビューを行った。彼ら／彼女ら

が日本での就職活動、その後の就労生活をいかに経験しているのかを考察することで、「社会参加」としての就職、「社会参加」

のプロセスとしての就職活動の意味と課題、そこに教育はどうコミットできるのかを述べる。議論にあたり、中国人元留学生 4 名の

語りを引用する。それぞれが就職活動を「社会参加」と捉えた一方、その後の就労生活における社会と自己との距離の測り方、

位置づけは多様であった。その語りの共通性とバリエーションから、「社会参加」をいかに捉え、どのように教育や支援を構想できる

かについて試論を述べる。まず、「重要な他者」と就職活動の関係について批判的に議論したい。また、会社、社会との距離感、

会社、社会における位置取りの問題から、日本企業文化理解の課題を批判的に再検討する。その議論を通じ、だれに、あるい

は、何に向けた教育・支援が、「社会参加」を支えること、また、「社会参加」を通じた日本社会の成熟・発展に寄与するのかを論

じたい。 

 

参考文献         

三代純平（2015）．「グローバル人材」になるということ―モデル・ストーリーを内面化することのジレンマ，三代純平（編）

『日本語教育学としてのライフストーリー―語りを聞き、書くということ』くろしお出版，pp.112-138. 
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Promoting intercultural understanding as a critical mission for  

Japanese language educators: 

Insights from a survey on Japanese language learner’ in China 

 

Xuesong Gao (The University of Hong Kong) 

 

In light of the shifting relationships between the two countries, this author together with his 

collaborator in Shanghai conducted an inquiry into Japanese language learners’ ‘Japanese posture,’ 

i.e. perceptions of and attitudes towards Japan among those who started learning Japanese at 

different times during the last three decades, in China. The study aims to evaluate whether the 

participants’ Japanese postures changed over the years, whether their learning of Japanese might 

have mediated their postures towards Japan and what need to be done to promote better cross-

cultural understandings. 

The study is a cross-sectional, mixed methods inquiry involving a survey of over 665 

participants and interviews of 36 surveyed participants who started learning Japanese at different 

times in the last three decades. The questionnaire has two sections. Questions in the first section are 

about participants’ personal background, including the time of when the participant started learning 

Japanese, duration of learning Japanese, frequency of visiting Japan, etc. It also asks whether they 

have changed their perceptions of Japan. It also has open-ended questions asking them to explain 

why they visited Japan, describe what their impressions about Japan were like and elaborate why 

they had changed their impressions. The second section has 18 seven-point likert-scale questions 

that can be divided into four dimensions. Dimension 1 assesses the participants’ intercultural 

exchange and understanding as reasons to learn Japanese and Dimension 2 has items on their 

readiness to interact with Japanese people. Dimension 3 is about the participants’ interest in Japan-

related products, vocations and Dimension 4 asks the participants about how active and interested 

they are in learning about what happens in Japan. The researchers conducted descriptive statistical 

analysis and ANOVA tests of the questionnaire data. The qualitative data were coded to provide 

qualitative comments in support of the postures towards the country. Their comments on why they 

had (not) changed their perceptions were also analyzed to identify how better cross-cultural 

understandings can be fostered and positive postures sustained.  

The statistical analysis revealed that an overwhelming majority of the participants displayed 

positive postures towards Japan. The shifting Sino-Japanese relations and massive anti-Japanese 

protests in recent years had no statistically significant impact on the perceptions and attitudes of 

participants who had started learning the language at different times. In other words, the 

participants’ perceptions and attitudes to Japan were found to be quite stable across the learners 
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who had started learning Japanese at different times. In fact, the study also identified that more 

participants had improved impressions about Japan. The results of the qualitative analysis confirm 

that the participants had highly favourable perceptions about Japan as they stressed its beautiful 

environment, social order and people. It was noted that the participants’ positive postures towards 

Japan were results of their efforts to develop better understandings of Japan through their in-depth 

and extended engagement with the Japanese language, culture and people. Journeys to Japan were 

found to have resulted in the participants’ enhanced interest in learning more about the country. 

Therefore, it has become important for Japanese language teachers to bring these crucial elements 

to Japanese language classrooms and invite Japanese learners to be on virtual journeys to have in-

depth engagement with the language, culture and people. During such journeys, it is critical for 

Japanese language educators to assist them in critical examinations of various social and cultural 

issues that they were exposed to towards better cross-cultural understanding in classrooms.  

Language educators need to enable our learners to look for common ground to start cross-cultural 

dialogues and develop intercultural understanding. This will be an important mission for Japanese 

language educators since the results confirm that the learning of language may be one of the most 

effective means to promote mutual understandings and lay a solid foundation for peace between the 

two countries. 
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言語道具主義の後に何がくるのか 

―米国と韓国の調査から― 

What comes after the linguistic instrumentalism?:  

Some cases in the US and Korea 

 

Akemi Kurachi (Hiroshima University), Akiko Nakayama (Saga University),  

& Reiko Kato (Kyushu Institute of Technology) 

 

近年、教育は個人の人的資本を増やすための投資として語られるようになり、「学習は成功への重要な鍵」として捉えられるよ

うになった（Tomlinson, 2001; 久保田 2015 など）。言語教育においては、言語スキルの向上が、国の経済競争力を高

め、同時に個人への経済的見返りも増えると強調する言語道具主義言説が流布している（久保田 2015）。しかし、このよう

な言説は、「教育とはどうあるべきなのか」という本質的な議論を軽視もしくは無視しているという点で大きな問題がある。本発表で

は、日本語の「道具」としての価値が低下している韓国と米国の大学における日本語教育に焦点を当て、日本語スキル向上が

必ずしも人的資本を増やすことにはならない状況下で、教師は「日本語を教える」と言うことをどのように捉え、どのように自分の存

在価値を見出しているのか検討を加える。それによって、日本語教育とはどうあるべきかについて示唆を得ようとする試みである。 

国際交流基金（2012）によると、2009 年まで首位を保ち続けてきた韓国の日本語学習者数が 2012 年までには

12.8％減少し、世界第 4 位に転落した。韓国の高等教育機関で日本語教育に従事している韓国人の日本語教師 7 名に、

現状についてインタビューしたところ、日本語は、かつて「道具」としての価値を持っていたが、現在その道具的価値が低下してお

り、そのために、日本語学習者が減少しているという認識を共通して持っていた。そのため、日本語教師の地位が低下していると

多くの協力者たちがとらえていた。その一方、道具としての日本語の価値以外の言語教育の目標を、自覚的に追及している教師

は少なかった。 

他方で米国の日本語学習者数は世界第 6 位であるが、2009～2012 年には 10.4 %と増加傾向にある（国際交流基

金 前掲）。毎年ある程度安定した履修者数を確保している５つの大学で日本語教育に携わる５名の教師に、大学における

日本語教育の立ち位置についてインタビューを行った。データ分析の結果から、韓国同様「言語道具主義」的価値が低い「日本

語」が鮮明に浮かび上がったが、その一方で、教師たちは、学生が自分で批判的に考える力を培い、将来の専門的研究あるいは

就業で必要になる力（「多文化の受容」「人間形成」「批判的視点の構築」など）を日本語教育を通して獲得させることに教育

的意義を見出していた。 

しかし、米国のインタビュー結果から浮かび上がった新しい能力も、OECD キーコンピテンシーと重複するものが多く、教育の目

標は「労働力として有能な人材を輩出することだ」とする新たな道具主義に陥る危険性を孕んでいる。日本語教師たちはそれぞ

れの事情の中で教育を行わざるを得ないが、「言語教育は何のためにあるのか」という根本的な問いに向き合いつつ、いずれの道

具主義にも与しない批判的な視点を持ち続けることが必要なのではないだろうか。 
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貿易協定と移民の商品化 

Trade agreements and commodification of migrants 

 

Ruriko Otomo (The University of Hong Kong)  

 

ひとつの国が独自に策定する移民政策だけでなく、近年、サービスの貿易に関する一般協定（the General Agreement 

on Trade in Services, GATS）をはじめとして、移民政策は貿易協定に組み込まれるようになった。このような流れを汲み、

世界各国で、特定の国または一部地域の間での経済の自由化を促す貿易協定が活発に結ばれ、その多くには、人の移動に関

する条項が含まれる。日本も 2008 年以降、インドネシア、フィリピン、ベトナムといった東南アジアの国々と二カ国間の経済連携

協定（the Economic Partnership Agreement, EPA）を結び、その枠組みの中で、外国人看護師・介護福祉士の受

け入れを始めた。昨今の労働市場で最も付加価値が高く、最も必要とされているのは、高度人材である。送り出し国は、受け入

れ国が最も必要としているような人材・産業を探り出し、それに合わせて人材を養成し、時には、顧客の願望にかなうようにカスタ

マイズし、送り出してきた。この例に漏れず、日本と東南アジア諸国の経済連携協定では、東南アジア側の猛烈なアピールがあっ

た。例えば、フィリピン側は経済連携協定の交渉当初から、日本の超高齢社会が医療従事者や介護士を必要としていることを

指摘し、フィリピン国内の看護師養成のカリキュラムや、医療従事者・介護士の海外への送り出し実績を積極的に日本側に提示

していた。それに反し、日本側は、外国人労働者受け入れによる国内の医療・介護労働市場への悪影響、医療・介護現場の

混乱、しいてはそれらの質の悪化を懸念して、後ろ向きの姿勢をとっていた。最終的には、経済連携協定を結ぶことで得られる直

接的な経済的、そして国際関係上の利益を優先し、日本側は、事前日本語研修の必須化、日本語での看護師・介護福祉

士国家試験の受験等を条件に、経済連携協定の調印に踏み切った。つまり、移民の受け入れは、経済・外交利益の交換条件

であり、この協定で自由に取引されるようになる物品やサービスと同じように、商品化されていると考えることができる。 

本発表では、東南アジアの看護・介護労働者がどのように商品化されているかについて検討する。移民が「商品」になるために

は、「顧客」が必要であり、経済連携協定では、日本の医療機関、介護福祉施設がそれにあたる。経済連携協定の協定文、各

関連機関が作成した出版物をデータとし、日本・フィリピン両政府、そして経済連携協定の実施機関が、どのようにその「商品」を

表現し、売り込んでいるかという点に焦点を当てた文書分析の結果を報告する。また、商品化という視点から考えると、就労前の

日本語研修は、単なる「研修」ではなく、商品を作り出す重要なプロセスのひとつとして考えられる。本発表では、日本語研修、そ

して、日本語の習得がどのように描写されているか、そして、それが商品化のプロセスでどのような役割を持ちうるかについても言及

する。 
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商品化された「正しい英語」という概念 

―市販の英語学習教材を支える言語イデオロギー― 

The commodified concept of “correct English”: 

Language ideologies underpinning English language learning 

materials on the market 

 

Misako Tajima (University of Technology Sydney) 

 

学校制度外で外国語を学ぶ手段はさまざまである。日本における英語学習の場合、英会話学校への通学やオンラインレッス

ンの受講などに加え、市販の教材を利用した自学自習も盛んに見受けられる。そのような教材の中には、「正しい英語」の伝授を

標榜する書籍やマンガが存在し、「正しさ」に敏感な学習者の関心を集めている。しかし、言説分析研究の分野においては、絶

対的な「正しさ」は疑問視され、ある種の言語イデオロギーを通じて構築された社会的・文化的・歴史的な産物として捉えられて

いる。この見地に立脚し、日本の英語学習教材市場でしばしばセールスポイントとなる「正しい英語」という概念について考察する

ことは、「言語教育の商品化と消費」にまつわる言語イデオロギーを深く理解する上で、重要であろう。 

本発表では同一著者による英語学習教材 2 冊に焦点を絞り、この教材に関わる人々（著者・編集者・使用者）の間で、

「正しい英語」という概念がどのように構築されたり、再生産されたり、あるいは逆に問題視されたりしているのかという点について検

証することを目的とする。本発表で取り上げる教材は、アメリカ合衆国出身のある英語教師が執筆に関わった書籍とマンガであ

る。この教師の著作を選択した理由として、彼がこれまでに約 200 冊の教材を出版し、累計で 350 万冊以上もの売り上げを

記録するなど、英語学習教材の分野では最も活躍している著者の一人であることが挙げられる。このように人気の高い著者の出

版物に注目することは、市場でどのような教材に商品価値が置かれているのかを知る一助となるはずである。なお、本発表では教

材を一面的に論じることを避けるために、教材内のテクスト・イラストに加え、編集者へのインタビュー結果とオンラインブックストアの

カスタマーレビュー欄に寄せられた使用者のコメントもデータとして活用する。 

本発表では上述したデータをもとに、以下の分析結果について考察する。 

 

(1) 著者・編集者が  

1)「正しい英語」話者としての「ネイティブ・スピーカー」を戦略的かつ巧みに利用している点 

2)「正しい英語」の二項対立的な存在として、「学校で習う奇妙な教科書英語」を強調している点 

 

(2) 使用者の中には 

1)この教材を称賛する者が一定数見られると同時に、その商業主義的な性質を鋭く批判したり、テクスト・イラストを通じて

構築された「正しい英語」概念や「ネイティブ・スピーカー」概念に異議を唱えたりする者もいる点 

2)この教材の著者に対して疑問を呈する際に、別の「ネイティブ・スピーカー」を盾に取ることにより、結果的に既存の「ネイテ

ィブ・スピーカー」概念を強化している者が複数存在する点 
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本発表ではこのように、教材を売る側・買う側双方に流れるさまざまな意図や感情の一端を解明する取り組みを通じ、「言語

教育の商品化と消費」にまつわる言語イデオロギーに関する事例を提供し、この新しい研究領域に貢献したい。 
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外国語（英語）教育の行く末 

Future of Foreign (English) Language Education in Japan 

 

Keizo Asano (Nanzan Junior College) 

 

日本国内の英語教育を考察する。ただし，英語教育の「英語」とは「外国語としての英語（English as a Foreign 

Language; EFL）」の意味である。一般的に，英語（English）は英語母語話者には「国語」の意味であり，本稿ではそれ

と区別する。区別の理由は，母語の教育とは異なり，外国語（英語）教育の成否がその実用性の有無でのみ評価される傾

向があるからである。一方で日本国内では，外国語（英語）は，その実用性を発揮するための使用機会が圧倒的に少ない。

大学生は，大学での専攻に関わらず，実用外国語（英語）を身につけなければ就職活動で「不利」になるとされる。大学入

試に挑む高校生は，入試を突破するための実用性を極限にまで高めることが求められる。高校入試を目指す中学生も同じであ

る。そして次の学習指導要領改訂が予期される 2020 年からは，小学校外国語（英語）が正式な教科となる。実用性が身

についたかどうかを判断する実用英語技能検定（英検）など各種資格試験受験者の総計は数百万人に上ると推測できる。 

もとより外国語（英語）教育の目標は， 4 技能だけではなく，言語や文化を学び，積極的にコミュニケーションを図ろうとす

る態度を養成することと学習指導要領には明記される。それにも関わらず実用一辺倒の感が非常に強い。ここに商品化されやす

い要因があるのではないか。「役に立つ」と考えられるから投資する対象となりうる。上述の英検を実施する公益財団法人日本英

語検定協会の公式ホームページによれば，2014 年度だけで英検 IBA，英検 Jr.受検者との合算で，のべ 263 万 5,403

名が受検している。しかし，近い将来情報技術（IT）がさらに発展すると，外国語（英語）は高度な人工知能（AI）に肩

代わりされるかもしれない。「2020 年代にはヘッドセット型の音声認識の多言語翻訳機が実用化する」１ならば，外国語コミュ

ニケーションのあり方は多様化する。野村総研 2 の報告によれば，今後 10～20 年後には 49％の雇用は人から AI やロボット

に換えることが技術的に可能となる。急速な IT の進化が職業を消失させ，また新たな職業を誕生させる時代に外国語（英

語）は投資する価値があり続けるのだろうか。学校外国語（英語）教育の行く末について論じ合いたい。 

 

注： 

1. 秋山弘子他（2014）「第 2 章四つの大変化と国際秩序の変動」『日本未来図 20 人の英知が描くこの国の姿』日経Ｂ

Ｐ社:東京 

2. 野村総合研究所（2015）「日本の労働人口の 49％が人工知能やロボット等で代替可能に ～601 種の職業ごとに、コ

ンピューター技術による代替確率を試算～ 」https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx  
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日本語教育において教育実践を制約するものとは何か 

―教師を対象に実施したインタビューからの一考察― 

What constrains educational practice in Japanese language teaching 

 

Ryuta Ushikubo (Kwansei Gakuin University) 

 

日本語教育においては、コーディネーター役の教師のもとに、複数クラスが横並びで開講されることも多い。そのような環境にお

いては、担当教師間の同僚性が重要になる。一方、日本語教育の議論において現場教師の関係性は、海外環境における

NT-NNT 教師間のものとして指摘があるものの、国内環境における NT-NT 教師間のものとしては、ほとんど議論されていない。

近年、実践研究をめぐる議論においては、教師が教育実践を考察する際に、実践の社会的文脈に注目する必要があることが指

摘されている。このときの社会的文脈が、制度的制約としての側面をもつことを考えれば、教育実践の社会的文脈に注目するこ

ととは、一つには、現場教師にとって教育実践を考えるうえでの制約とは何かという問題を明らかにすることである。筆者は過去に、

コーディネーターとして日本語コースの運営に携わる機会を得た。コース内容は、学部留学生を対象とし、レポート作成の基礎を

学ぶものであった。コース開始にあたって、授業担当教師の主体性ができる限り発揮される環境をつくることを意図して、指導の方

法など授業の具体的内容や方法については、各教師に任せるという方針でカリキュラムを立てた。しかし、学期末に担当教師を

対象に実施したフォーカス・グループ・インタビューにおいて、自由が却って不自由であったという意見が出され、何をどう指導してよい

のか迷ったという戸惑いの声が聞かれた。インタビューにおける頻出語を抽出した結果、担当教師たちが、「自由」「大変」「必要」

「平等」「だめ」「勝手」「細かい」「緩い」などの形容（動）詞で自身の経験を語っていることが明らかになった。本発表では、これら

の語が語られた文脈とその関係を検討することから、教育実践をめぐる制約が役割意識のもとに生起している可能性を指摘し、

立場の異なる教師の同僚性について「交渉可能性」の観点から議論する。 
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教育をめぐる新聞記事の批判的談話研究 

A critical discourse study of newspaper articles about the education 

 

Yoshinao Najima (University of the Ryukyus) 

 

教育の動向について考えることは重要である。本発表では，教育をめぐる新聞記事報道を批判的に分析し，教育的テクスト

の中に誰のどのような意図や実践が観察されるかを明らかにする。本発表は，「言語教育の『商品化』と『消費』を考える」にあた

って，その社会背景の一端を明らかにし，各論的な分析・考察に資する有益な視点を提供することができる。 

分析対象となるテクストは，発表者が 2013 年 5 月から 2015 年 2 月までの間に，読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・産

経新聞・東京新聞の Web ページ新着記事欄を閲覧して収集した新聞記事である。分析視点は，記事の主題・小話題・イデ

オロギー・アイデンティティである。分析の枠組みとして，批判的談話研究の代表的研究者である Fairclough がとる「弁証法的

アプローチ」と，Leeuwen（2007）の主張する「正当化ストラテジー」を援用した。 

分析の結果，教育をめぐる新聞記事の中に経済的ディコースとグローバル化ディスコースが流入していたことが明らかになった。

より具体的には，英語教育ディスコース・国語教育ディスコース・歴史教育ディスコース・道徳教育ディスコース等であった。 

経済的ディスコースは，教育コンテンツや経済団体や企業に関するディスコースの形で教育の「商品化」と「消費」を正当化して

いた。グローバル化ディスコースには，英語教育・大学教育・留学・教育コンテンツに関するものがあった。大学の競争原理適用の

ディスコースも国際的に評価される価値を持つということで「商品化」と「消費」に関わる。日本型教育の海外輸出というディスコー

スも同様である。 

教育ディスコースへのグローバル化ディスコースの流入現象は，同時に，ローカル化ディスコースの流入をも引き起こしていた。

英語教育推進の点から国語教育の必要性を論じたり，国際的人材の育成推進の必要性から歴史教育の重要性を主張した

りしていて，教育のグローバル化とローカル化が同時進行していることが明らかになった。 

道徳教育ディスコースが観察されたことにも注意が必要である。道徳教育はいじめ対策として教科化された面があるが，記事

では国家への愛着というディスコースも観察され，愛国主義的イデオロギー教育という側面が観察された。 

教育ディスコースの中に，経済という合理性，英語や国際化やテクノロジーという権威性，道徳という倫理性，グローバル化

という神話性といった正当化ストラテジーをともなって種々の経済的ディコースとグローバル化ディスコースが流れ込んでいたことは，

教育ディスコースが他ディスコースと関連付けやすいことを示している。逆に言えば，何かを教育ディスコースの中に取り込むことによ

って，その何かを「教育し，納得させ，受け入れさせていく」ことが可能であると言える。言語教育に限らず，教育関係者は，教

育が根源的に持つ潜在的な負の側面に留意すべきであり，自らの教育実践をも批判的に内省する姿勢が肝要である。 
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「非専門家」たちは日本語学習支援をいかにして改善していくことが可能か 

―慶應 SFC における「日本語チューター活動」の質的向上に向けて― 

How “non-professionals” can self-evaluate their styles of  

learning support for L2 Japanese learners: 

To improve the quality of “Japanese tutoring services” at Keio SFC 

 

Weining Li, Akinori Okawa, & Takao Tomono (Keio University)  

 

本シンポジウムにおいて発表者らは「非専門家」「素人」による言語教育実践の意義や役割について、イノベーション・商品化・

消費の観点から考察を行い(伴野・李・大川 2016)、さらに「非専門家」「素人」らによる言語教育実践そのものについて議論を

行う(大川・李・伴野 2016)が、本発表では、実践主体である「非専門家」「素人」ら自身による日本語学習支援実践の改善

可能性について、大川ら(2016)とは異なる事例をもとに議論を行う。 

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(以下、慶應 SFC)の「チューター活動」は日本語研究室の SA(Student Assistant：

学部生)・TA(Teaching Assistant：大学院生)らが日本語学習者の「伴走者」となり、ともに学び、ともに場をつくりあげていく

ことを目指して始まった。 

SATA は無償のボランティアではない。「チューター活動」もまた業務の一環である。だが、SATA らは言語学習支援のトレーニ

ングを受けたことがあるわけでもなければ、まして言語教育の専門家ではない。そのような「非専門家」ら(発表者である李・大川を

含む)による日本語学習支援実践はいかにして改善され得るだろうか。「非専門家」の実践の質を向上させるには、やはりトレーニ

ング実施が必要なのだろうか。 

問題はそれほど簡単ではない。なぜならば、トレーニングは「非専門家」らの「素人性」を失わせ、対等な立場を壊すことにつなが

りかねないからである。そのことを裏付けるように、予備調査において「トレーニングは要らないと思います。先生みたいになっちゃうか

ら」といった発言が聞かれた。では、どのような改善の方向性が考えられるだろうか。発表者らはその答えを質的研究のプロセスその

ものに求めた。すなわち、 

① SATA が毎回のチューター活動後に振り返りシートを記入、 

② 必要に応じて①を参照しながら SATA 全員が学期末振り返りレポートを作成、 

③ ②を発表者らが「質的統合法（KJ 法）」（山浦 2012）によって図式化・文章化、 

④ SATA 間における③の共有、SATA の協働による③の図式・文章の改定 

といったプロセスである。このようなプロセスとその繰り返しにより、SATA らの振り返りが促される。またそれにより、SATA らが自ら問

題を発見し、問題を解決することが促進され、その結果、活動の質の向上も促進されると期待される。 

本研究は「非専門家」らによる研究というだけではない。「非専門家」らによる実践の、「非専門家」らによる改善のプロセスその

ものであり、本研究の意義はまさにそのような研究と改善の融合にあると言えるだろう。 

参考文献 

山浦晴男(2012)『質的統合法入門 考え方と手順』医学書院 
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学習者自身が素材を選ぶ読解活動 

Reading activity with materials chosen by learners 

 

Masahiro Yoshida (HKUSPACE) 

 

上級レベルのクラスでは、学習者間の日本語力の違いや興味の違いにより、全員が興味をもって読める読解の素材を見つける

ことが難しくなる。そこで、筆者が担当するコースでは、学習者自身が素材を選び、その紹介文を書く活動を行っている。目的は、

自分の興味と読解力にあった素材を探して読む習慣をつけること、書いたものを自己訂正することにより自分がよく間違える項目

に気づくことで、2015 年 10 月からは、読み手を意識して書くことも目的の 1 つとした。 

当校の学習者は、日本旅行、ドラマなど日本文化への興味から平日終業後や休日に日本語を学ぶ成人学習者である。8

年次の「Advanced Diploma in Japanese Communication and Culture」というコースには、日本文学、映画・ドラマ、

漫画・アニメなどさまざまな科目があり、筆者は「ビジネス日本語（読む・書く）」という科目を担当している。授業は週 1 回 3 時

間、全 20 週 60 時間の学習で、ビジネスメールの書き方やオンラインの記事を読む活動を行っている。学習者自身が記事を探

してクラスメートに向けて紹介文を書くという活動は、毎週の授業の最後の 1 時間に行った。 

活動は以下のような手順で行った。 

① 各学習者がスマートフォンやタブレットでオンライン上のおもしろそうな記事を探して、クラスメートに向けた紹介文を書く。 

② 教師が提出された作文の文法・語彙などの間違いをそれぞれ違う色の下線で指摘し、内容をルーブリックで評価する。評

価項目は A 記事の要約、B なぜその記事に興味を持ったか、C 他の人にとってなぜ役に立つかの 3 点である。 

③ 翌週の授業で作文を返却し、学習者は間違いを自己訂正し再提出する。 

④ 再提出された作文を教師が添削する。 

⑤ 次の週に返却された作文を学習者が Moodle の Forum にアップロードし、お互いに読んでコメントしあう。 

 

①③⑤は学習者の作業で、②④は教師の作業である。授業中に行うのは①と③だけで、他は授業外の活動となる。 

最終日に学習者へのアンケートを行ったところ、以下のようなことがわかった。 

自分で記事を探す習慣をつけることについては、「読むことが習慣になった」「いろいろな記事を読んで多くの知識を得ることができ

た」という意見のほか、「記事を探す時に要約・自分にとっての意味・相手にとっての意味を考えるようになった」という意見もあった。 

自己訂正により自分の間違いを意識することについては、「作文能力がアップした」「書く力が鍛えられた」と、作文力の上達を感じ

ているようであった。 

今回の新しい試みとして読み手を意識して書くことを挙げたが、ルーブリックを利用して意識してほしかった 3 点については、意識

して作文が書けるようになったかどうかはよくわからなかった。2016 年 4 月から始まったコースでは、ルーブリックを使って作文を自分

で評価し、教師の評価と比較する活動も行い、読み手を意識して書く習慣をつけるにはどうすればよいか考えている。 
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日系企業の海外人材としての在香港日本語学習者とビジネス日本語教育 

Japanese speaking personnel and business Japanese education in 

Hong Kong as a global talent of Japanese companies 

 

Tomomi Numashima (The Hong Kong Polytechnic University) 

 

本調査の目的は、第 1 に、香港におけるビジネス現場の生の声から、ビジネスの現場で行われている日本人社員と日本語を

使用して職務を遂行している香港人社員のビジネスコミュニケーションの実際の状況について知ることである。第 2 に、そこから得

たものを、香港におけるビジネス日本語教育へ還元することである。具体的には、香港に拠点がある日系企業 3 社の日本人社

員 6 名にインタビュー調査を行い、インタビューから得られたデータをコード化した後、「Thematic Networks」の手法を用いて詳

細に分析した。その結果、大きく分けて 2 つの点についての考察を得た。 

第 1 の点は、ビジネスの現場で行われているコミュニケーションには職務に関わりがある「職務コミュニケーション」と、直接職務に

は関わりがない「一般コミュニケーション」があり、それぞれのコミュニケーションで日本人社員が感じるコミュニケーション上の問題に違

いがあるということである。ビジネス日本語教育では「職務コミュニケーション」に焦点が当たる傾向があることが、本調査と並行して

行っている香港のビジネス日本語教師に対するインタビュー及びアンケート調査からも明らかになりつつある。しかし、本稿では、円

滑な「職務コミュニケーション」を支える基盤として社内での「一般コミュニケーション」の重要性にも言及した上で、ビジネス日本語

教育においても「一般コミュニケーション」能力育成に意義があることを主張したい。 

また、第 2 点目は、調査対象者である日本人社員に香港人社員が社内で行っている具体的な職務やそれぞれの職務に付

随するコミュニケーションについて尋ねた結果、ビジネス日本語学習者（＝香港人社員）が現場で必要とされている能力を知る

ためには、それぞれの社員の職務領域を知ることが重要であることが分かった。職務領域とは、それぞれの社員がどのようなビジネ

スの場でだれと接触しているかを示すものである。香港人社員が日々行っている職務コミュニケーションの詳細について個別に分析

したところ、それぞれの香港人社員の職務領域は、具体的な職務内容と職位によって大きく異なっており、その個別の職務領域と

職務内容に合わせて必要となる能力にも違いがあることが分かった。そして、職務領域による必要な能力の違いは社員の日本語

能力の高低差よりも優先されることが分かった。 

日本人社員が感じているコミュニケーション上の問題は、社会言語能力上の問題や、社会人基礎力として分類される能力、ま

た、異なる文化に対する理解と共感の欠如から起こるものが多く、これらの問題は言語構造的能力上の問題を上回るものであっ

た。香港の日系企業内で起こる日本人社員と香港人社員との間のコミュニケーション上の問題は、複数の要因が関わる複雑な

ものであることが多いため、ビジネス日本語教育の現場でこれらの問題解決にあたるためには、起こっている問題の要因を分析・カ

テゴリー分けし、それぞれの要因別に複数のアプローチから問題解決のための能力向上を図ることが有効であることを提案したい。 
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ビジネス日本語の構成要素 

―学びの対象としての企業文化を考える― 

Japanese corporate culture as a component of  

Business Japanese course 

 

Akiko Furukawa (Sophia University)  

 

発表は日本語です。 

This presentation will be in Japanese. 

 

In a business Japanese course for learners of Japanese language, lessons of conversation 

with honorific expressions are provided in general.  As a background for such expressions, there are 

Japanese characteristic customs and ways of thought and behavior which are not usually taught but 

are also important. 

In an advanced Japanese course, you could organize and structure the classes to explicitly 

provide those elements as themes for discussions, because advanced Japanese learners could talk 

about abstract concepts using advanced Japanese expressions.  Additionally, foreign students also 

wish to learn Japanese corporate culture, though it is a vague conception difficult to explain. 

With what elements should Japanese courses be constructed when you try to respond to the 

needs of advanced Japanese learners? 

 

1. Mainly and basically, conversations and role plays in Japanese are organized as items to be 

learned. 

2. There are essential elements to understand which are recognized as important by 

corporates. 

Corporate Social Responsibility 

Compliance 

Risk Management  

Intellectual Property Rights 

3. Some of Japanese corporate characteristics are different from those of foreign corporates. 

Long-term employment 

The system of job hunting in Japan 

4. The ways of thought and behavior in Japanese corporates are not familiar to foreign 

newcomers. 

You should behave as most of your colleagues behave. 
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You can try to show your originality only after you learn the customs and follow your 

predecessors’ examples. 
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「私は○○語学習者？」 

―「○○語の学習者」ではない人の学びの方向性を考える― 

“Am I a ○○language learner?”: 

Thinking of a perspective of a “non-○○language learner” 

 

Kaori Sano (Waseda University)  

 

近年、「外国語学習者」にはさまざまな立場の人々の存在が指摘されている。久保田他（2014）では、カナダ、フランス、香

港、ポーランドにおけるインタビュー調査を通して、「日本語学習者」が、交流や自分探し、達成感を得るため、クラスメートとの関

係構築などを目的として、日本語学習の場で学んでいることが明らかにされた。この結果から、言語を習得することが学習の目的

ではなく、楽しみや喜び、満足感を充足させるための「余暇活動と消費」としての外国語学習の存在が浮かびあがってきた（久保

田 2015）。 

しかし、上記の見方は言語教育関係者からの視点であるともいえる。言語教育関係者は、○○語の教室で出会う人々を「○

○語学習者」と認識し、たとえ教室外であってもその見方を変えずにいることも考えられる。例えば、ゲーム愛好者が日本語を学

んでいる場合は、「ゲームが好きな日本語学習者」としてすり替えて捉えがちである。しかし、当事者本人の意識とは異なる可能

性のあることが指摘されている（佐野 2014）。○○語を「学んで」はいるが、「○○語の学習者」ではない人にとって、当該言語

との向き合い方、学びの拓き方にはなんらかの方向がある可能性がある。 

そこで本発表では、上記のような問題意識を背景に、「○○語」を学ぶことと、「○○語の学習者」ではない人について、会場

の人々と共に考えていきたい。そして、「○○語の学習者」ではない人々が、当該言語に向き合うようになったきっかけ、学ぶ方

法、考え方、意識等についての方向性を見出していきたい。 
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雑談の聴解教材化の課題 

Challenge for making listening materials of  

Japanese casual conversation 

 

Michie Yamamori (Yokohama National University)  

 

これまでの聴解教材は、一方向の聞き取りや、双方向の聞き取りの場合は課題遂行型が中心であった。しかし、学習者が実

際に置かれる状況を考えると、日本語を使用する相手と接触する場合、雑談（特定の達成するべき課題がない、相手と共に時

を過ごす活動として行う会話（筒井 2012））の聞き取りは避けては通れないと思われる。だが、雑談の聞き取りは学習者にと

ってなかなか難しいようである。そこで発表者らは、自然会話のデータを雑談を中心に収集し、聴解教材にすることを試みた。 

聴解教材化を目的として雑談を見た場合、次のような特徴が挙げられる。①話し方の特徴（話し言葉特有の表現形式、言

い淀み、繰り返し、発話スピードの変化、間合い、語順の乱れ、フィラー）。②話し手と聞き手が、現場の状況など多くの背景情

報を共有している（現場にいないと理解が難しい情報が背景情報に含まれる）。③明確な単位として 1 つの話題を区切って取

り出すことが難しい（串田 1997）。 

一方で、多くの不特定の学習者が使用する聴解教材は、次に挙げる５つの点を備えていることが求められる。A.多くの学習者

が状況を理解しやすい。B.教材として適度な長さである。C.音声の質（録音状態がよく、周囲の雑音が大き過ぎない）。D.個

人情報や、教材としてふさわしくない内容が含まれていない。E.当事者として聞ける（金庭他 2015、奥野 2016）。 

これらの点を考慮し、雑談の聴解教材を作るにはどのようにしたらよいのか。教材化にあたり、雑談の特徴である「①話し方の特

徴」をできるだけ自然な形で提示しようとした場合、生の会話を素材とすることが考えられるが、雑談の特徴②③を考えると、聴解

教材として求められる点は満たすことができないことになる。特に雑談の特徴②と聴解教材に求められる点 E は相容れない。その

ため、生の会話を素材とするのではなく、話し方の特徴をできるだけ再現した音声を再録することが適当であると考えた。ただし、

雑談における話し方の特徴を自然に再現するには、書き下ろしでは困難なため、実際の生データをベースにして、それを加工して

スクリプトを作成、再録するという手法が有効であると判断した。 

そして実際に生データを加工し、教材化のためのスクリプト作成の際、次のような加工が必要と判断し、教材を作成した。i.会

話の始まりと終わりの追加、ii.態度の明確化、iii.わかりやすくするための説明の追加・言い換え・整理、iv.一部の言い淀み・繰り

返し・間合い・不明瞭な表現の削除、v.詳細説明・挿入された話題の削除、vi.固有名詞・不適切な表現の削除・言い換えで

ある。発表ではその実例を示す。 

不特定多数の学習者が理解しやすく、当事者として聞くことができ、実際に雑談を聞けるようになるための橋渡しとなる教材に

するには、特にどの要素が重要なのか、生データを加工する場合はどの程度の加工が適当か。あるいは、どういった練習が有効

か。それらの課題を今後さらに検討していく必要がある。 
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12:00-12:40 

Room CPD-3.15 and hallway  

 

多文化共生社会をめざす市民型日本語教室の商品価値とは 

The marketability of citizen involved Japanese language classes  

which aim at the realization of Multicultural Society 

 

Eri Mannami (Coordinator for Japanese Language Education in a Community) 

 

 

１．地域日本語教室の現状と課題 

外国人住民の増加する中、多くの地域で定住者に対する日本語学習支援事業が行われており、その大部分は「日本語ボラ

ンティア」に依っている。多文化共生社会の実現を事業目的とするならば、日本語教育の専門知識を持たない一般市民である

ボランティアに日本語を教えるという役割を負わせるのではなく、活動内容を「国籍や民族の異なる人々が対等な関係を築こうと

するもの」にすることが望まれる。一方、外国人市民に対する生活支援とコミュニケーション支援という視点から取組を行うことも必

要であり、地域日本語教室は「相互理解」と「支援」の狭間で揺れている。「支援」を行ってきた従来の日本語学習支援ボランテ

ィアが高齢化し減少する中、どうすれば「相互理解」の場はホスト社会住民を巻き込みながら存続していけるのだろうか。 

 

２．実践概要と成果  

筆者は A 市において日本語教育コーディネーターとして市民参加の 3 回完結型日本語クラスを企画・実施した。クラスの特

徴は日本語学習者の自己表現を中心に据えて日本語ボランティアや一般市民との対話活動を日本語学習としたことである。ク

ラスのデザインにおいては多文化共生社会をめざす日本語クラスに求められる条件を吟味し、多様な参加者相互の学びの創造

を図った。ふりかえりの結果から、学習者における日本語学習意欲の向上や自己表現できた達成感、ホスト社会住民における気

づきや学び、楽しみなどの成果が捉えられた。 

 

３．ホスト社会住民にとっての商品価値 

このクラスでは、言語としての日本語を教え教えられるのではなく、また自由なお喋りで交流するのでもなく、タスクを通して参加

者同士がやさしい日本語で意見を伝え合ったり、共に暮らすまちの創造に向けたアイディアを出し合ったりした。こうした場に参加す

るホスト社会住民は、ことばの壁を持つ人々とのコミュニケーションのあり方を体験的に学んだり、各国文化との比較をしながら自

分にとっての「あたりまえ」を捉えなおしたりできる。視野の広がりが家族や同僚など多様な他者とのより豊かな共生にもつながること

から、クラスは十分に生涯学習の場として機能すると言える。更に、人のつながりが薄れたと言われる都市部において、「いつでもだ

れでも参加でき、生活上のテーマについて個々の人生経験や知識を生かして対話をすることが活動の中心であるコミュニティ」には

独自の価値がある。 

こうした場のデザインやコーディネーションには専門性を要する。多様な人々が、楽しみや学びのために音楽教室やカルチャーセ

ンターで「消費」するように、対話を核とした相互理解と創造の場を「商品」として認めるようになれば、地域日本語教室は「多文

化理解教室」などに名称を変えて、新たな歴史に入ると言える。 
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Sunday, July 17, 2017 

13:30-14:10 

Room CPD-3.15 and hallway  

 

「非専門家」「素人」による言語教育実践の意義と役割 

―商品化、消費、イノベーションの観点から― 

The significance and role of language educational practices  

by “non-professionals”: 

From the viewpoint of  

commodification and consumption and innovation 

 

Takao Tomono, Weining Li, & Akinori Okawa (Keio University)  

 

本シンポジウムの公式サイトによれば、「商品化」とは〈ある物や活動が経済的行為と結びつき、価値を持つようになること〉、

「消費」とは〈人々が商品化された物や活動に対価を支払い、手に入れ、欲望充実やアイデンティティ構築のために費やすこと〉で

ある。では、これらの観点から「非専門家」「素人」による言語教育実践を考えた際、その意義や役割はどのように考えられるだろう

か。 

言うまでもなく、言語教育の専門家が有償で教えることは、経済的行為と結びついている。これは非専門家の場合にも同様だ

が、両者は同価値ではない。非専門家も専門家同様 −−−その形態や得られる額などが異なるにせよ−−− 有償で教えられ

るのであれば、「専門家が有償で教える意味は何か」あるいは「専門家は非専門家との間でどのように差別化が可能か」という問

題が浮かび上がってくる。実際には専門家と非専門家との差異が社会的に認知されていることを考えれば、そのような差別化は

（一応は）成功していると考えられる。とすれば、非専門家の存在は専門家の「商品化」を下支えしていると指摘できるだろう。 

 「消費」についてはどうだろうか。「勉強するのであれば専門家に習いたい」という声は往々にして聞かれるものであるが、これは学

習者が単に学習の効果や効率などを求めているからというだけではなく、〈専門家から習っていること〉自体が欲望の充足に結びつ

く「消費」行為であることを示唆している。ここでもまた、非専門家の存在は、専門家の価値を差別化することに貢献しているので

ある。 

では、非専門家は常に専門家の価値を下支えし、その商品的価値を高める存在にすぎないのだろうか。答えは否である。本

発表ではここで〈非専門家は「イノベーション」を引き起こしうる存在である〉という観点を導入したい。 

イノベーションは、〈持続的イノベーション〉、すなわち「企業を実践に沿って上っていくように駆り立てるイノベーション」ばかりではな

い。「既存企業が従来販売していたものには劣る製品やサービスを市場にもたらすことで、従来の軌跡を破壊」する〈破壊的イノベ

ーション〉にも注目する必要がある。〈破壊的イノベーション〉は、「平穏退屈で秩序正しい世界」に「異なる種類のイノベーション」を

もたらし、その結果、ユーザーに「価格面で手が届きやすく、利用しやすい」課題解決をもたらす。 

このことを言語教育に適用するのであれば、〈破壊的イノベーション〉は、「平穏退屈で秩序正しい」専門家による言語教育は、

既存の専門家が従来実践していたものには劣る教育サービスを「市場にもたらすことで、従来の軌跡を破壊」し、言語学習者に

「価格面で手が届きやすく、利用しやすい」言語学習の機会をもたらす。 

かつてミニコンピュータは、当初は子ども向け玩具として販売されていたアップルのパソコンに凌駕された。非専門家による言語教

育が同様に〈破壊的イノベーション〉を引き起こし、それが言語教育の「市場」を席巻する可能性を軽視するべきではないのであ

る。 



75 

 

*〈破壊的イノベーション〉については以下の書籍を参照されたい。 

クレイトン・クリステンセン(2001)『イノベーションのジレンマ ――技術革新が巨大企業を滅ぼすとき(増補改訂版)』翔泳社 

クレイトン・クリステンセン、マイケル・ホーン、カーティス・ジョンソン(2008)『教育×破壊的イノベーション 教育現場を抜本的に改

革する』翔泳社 
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Sunday, July 17, 2017 

13:30-14:10 

Room CPD-3.15 and hallway  

 

「商品化」する日本国内のインターナショナルスクール 

―子どもの「言語能力の階層化」を生む親の経済格差をめぐる一考察― 

Commodification of English language education  

at international schools in Japan: 

Children’s hierarchies of language competence generated  

by their parents’ economic disparity 

 

Midori Inagaki (Waseda University)  

 

グローバル化が進む日本において英語教育の「商品化」はめざましく、なかでも幼少期から学齢期の子どもを対象とした英語教

育の「商品化」の多様さと豊富さは驚くべきものがある。幼少期からの英語環境を求めて子どもを英語を保育言語とする「プリスク

ール」に通わせる親も都市部において増加しており、その延長で学齢期の子どもを「インターナショナルスクール」（以下、インター）

に通わせる親もみられる。従来「インター」は日本在住の外国籍の子どもを対象とした外国人学校の位置づけであり、文科省の

正規の義務教育機関として認められていないが、英語を学校言語とする「インター」に子どもを通わせたいと願う親は「外国につな

がらない」日本国籍の親の中でも増加している。そしてこのような日本人の親達のニーズに応える教育内容と価格設定の新興イ

ンターが、現在国内では増えつつある。 

その一方で、いまだに日本国民養成の枠組みが色濃く残る日本の「義務教育」である公教育の中では、「外国につながる」児

童が増加している。それらの子ども達の中には、日本国外出身の親の言語も、在住国の日本の言語も学ぶリソースを十分に与え

られず、日本の学校教育に適応するための十分な「学力」を持ちえない子どもも多い。このように、制度的には「外国人」の子ども

が通う「インター」と、「日本人」の子どもが通う日本の学校という児童の国籍による線引きがされているものの、実態は親の教育選

択の段階で、親の経済力によって子どもの学校教育と学校言語が決定されている状況がある。 

本発表は、日本国内の新興インターに子どもを通わせる親へのインタビュー事例を通じて、「商品化」し、「消費」される英語教

育の選択肢のひとつとしての日本国内の「インター」における教育の現状について報告する。事例として都内の某新興インターに子

どもを通学させる親達を取り上げる。親の経済状況等の個人情報保護のため、複数の親達からのヒアリングをもとに、発表者がい

くつかのサンプル事例を作成し、提示する。事例からは、「世界で通用する学力」を我が子に形成するために、幼少期からの英語

環境を「買う」親達の姿と、同時に自らは日本で生まれ育ち、日本で教育を受けた「日本人」であるにもかかわらず（あるいは、で

あるからこそ）、日本の教育システムに懐疑的な親達の姿がうかがわれた。 

本発表は、国内の年少者日本語教育の場面で焦点化される、日本語「支援」の対象である「外国につながる子ども達」の社

会的文脈とは対極的な社会的文脈に位置する「インター」教育をめぐる親と子の様相をうかがい知ることによって、日本在住の子

どもの教育における「英語」と「日本語」をめぐる在りようを、親の経済力に裏打ちされた教育観と教育選択という視点から分析す

る。そしてその分析から、子どもの「言語格差」と親の「経済格差」、ひいては日本社会において今後一層顕著になっていくであろう

子どもの「言語能力の階層化」について問題提起をするのが本発表の狙いである。 

 

Back 



77 

Poster Session (Second Half) 

Sunday, July 17, 2017 

13:30-14:10 

Room CPD-3.15 and hallway  

 

日本語教師が関与すべき、多文化社会を創りそこで生きる「力」についての一考察 

―暫定的な目標設定と教材開発のための文献レビュー― 

What is intercultural communication competence  

which Japanese language teachers should be involved?: 

Literature review for temporary goal setting and  

development of teaching materials 

 

Kayoko Arita (Keiwa College)  

 

日本語教師には、1990 年代初頭以降、「学習者の人格形成やアイデンティティ確立に関与する全人教育」「異文化間コミ

ュニケーションのプロとして多文化共生社会創出のための市民教育」に携わらなければならないという価値規範が存在する。つま

り、日本語教師の専門性は学習者の日本語運用力の向上だけで議論すべきではなく、ことばを用いて表現する自己の内面の

成長と、民主主義社会を支える市民性育成とを統合する必要があるという主張である。さまざまな権力関係が錯綜し分断が起

こりがちな社会に、「越境し媒介する」人材として学習者を送り出したいと、わたし自身も確かに思う。 

しかし、この「力」の内実や育成するための具体的な教授方法については、いくつかの「呼び名」や実践報告はあるものの、明確

な共通理解があるとは言い難い。たとえば、UNESCO によって 1990 年代から 2000 年代にかけて提唱されてきた「平和の文

化」や「持続可能な開発のための教育（ESD）」などのアプローチは、その抽象性ゆえに具体的な教育実践に落とし込むことが

難しく、期待された成果をあげてこなかったという（北村 2015）。したがって、上述したような理念が日本語教育関係者の間に

あったとしても、具体的な達成目標や評価基準、教材や方法論の提示がなければ、結局は概念だけが議論され、ごく一部の教

師による実践が単発的に行われ報告されるだけにとどまってしまう可能性がある。 

また、そうした「力」の具体的な内容と育成のための方法論を明確に提示していくことは、日本語教育の従来の対象としての非

母語話者だけではなく、母語話者（≒日本人）に対する教育への積極的な関与につながっていく。日常的にトランスナショナル

な文化を経験しそこで交渉し理解し合う力の必要性を認識しているわたしたち日本語教師は、それを受け入れ社会のホストとし

ての日本人に教育していく役割が担い得る。そしてそれは、諸科学の準備のための「補佐的学習」と認識され、教育機関のなか

で「下に置かれがち」（纐纈 2016）な日本語教育の職域を広げることにもつながるだろう。しかし、当事者として自分の職域拡

大のために努力することは、日本語教育の社会的認知度を高め日本語教師の労働環境を良くし、男性や若年層からの参入も

増やしていくためだけでは、無論ない。それは、「境界・周縁」とも世間から特徴づけられる日本語教育（有田 2012）が「マジョリ

ティ」にかかわることによって、「マジョリティ」の変化を促進し、多様性を認め分断を抑制しうる社会の構築に貢献するのである。 

本発表は、そのための基礎研究としての文献レビューである。たとえば、M.バイラム（2015）が「相互文化的市民性」、久保

田（2015）が「越境コミュニケーション能力」、Kramsch（1993）が「第 3 の場所」、CEFR では「異文化間性」、UNESCO

が「グローバル・シチズンシップ」などと呼ぶ能力の具体的な内容について整理・比較したい。そして今後の、暫定的な目標設定と

具体的な教材開発への布石としたい。 
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Sunday, July 17, 2017 

13:30-14:10 

Room CPD-3.15 and hallway  

 

Web 教材の開発コストとアンペイドワーク 

Development costs of learning websites and unpaid work 

 

Kenji Nakagawa (Yokohama National University), Hokuto Sunami (Freelance),  

Mami Saito (Alberta Education, Canada), &  

Yosuke Hashimoto (Akita International University) 

 

近年は日本語教育の分野でも Web 教材が増えているが、紙教材に比べ Web 教材の開発は、金銭的な見返りのない無

報酬労働、いわゆる「アンペイドワーク」に依存しがちだという大きな問題が存在する。 

紙教材においては、研究者がコンテンツを、出版社が制作・流通・広報にかかるコストを負担し、販売益を両者が分け合うとい

うビジネスモデルが確立されている。ところが Web 教材の場合は、プログラミングなどの技術的な部分は制作会社に、流通（公

開とその状態の維持）コストはサーバー会社に支払い、広報も研究者が自前で行うことが一般的である。このように研究者側が

多くのコストを負担する一方で、無償公開が一般的な Web 教材では、そこから直接的な収益を得ていくことが難しい。特に、研

究者が自発的に集まって、特定機関の学習者だけが対象でない教材を開発するようなケースでは、こうしたコストをいかに賄うか

が重要な問題となる。 

発表者のグループは、介護福祉士候補者向けの Web 教材「介護の漢字サポーター（注 1）」「介護のことばサーチ（注

2）」を開発・公開するなかで、この問題に直面してきた。外部に発注できる作業は科学研究費（以下、科研費）で賄い、それ

ができない作業は研究グループ内で行ってきたが、その中には金銭的な手当てが行われていないものがある。具体的には、「教材

データの作成と翻訳」「教材の仕様策定のための文書作成や検証」「教材完成後の利用者への説明や広報資料の作成」といっ

た作業のうち、研究代表者・分担者が担当したもののすべて、および研究協力者が担当したものの一部である。 

大学の専任教員である研究代表者・分担者は、このような作業も研究の一環であり通常業務の一部と見なされるため、その

対価を受け取る必要はないという考えもあるだろう。しかし専任教員ではない研究協力者にとっては、こうした作業はアンペイドワ

ークとなってしまう。これでは、関係者がいくらその教材の開発理念に賛同していても、そこに費やせる時間には限りがあり、継続的

な関わりも難しい。それは結果として、教材の質を落とすことにもつながるだろう。 

この問題を解決するための手段のひとつは、教材を商業ベースに乗せることである。収益モデルが確立されていない Web 教材

は特にその必要性が高いが、紙教材も含め、教材開発はアンペイドワークがある種の前提となっている現状がある。本発表では、

質の良い教材を安定的に学習者に提供する環境作りのために、こうした現状をどのように考えるべきか、参加者と議論したい。 

 

注 1 漢字学習ウェブサイト「介護の漢字サポーター」 

＜http://kaigo-kanji.com/＞ 

注 2 介護専門用語検索ウェブサイト「介護のことばサーチ」 

＜http://kaigo-kotoba.com/＞ 

 

本研究は布尾勝一郎氏（佐賀大学）、野村愛氏（首都大学東京）との共同研究である。 
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アジア英語留学の「商品化」と「消費」 

Commodification and consumption of  

"English study in Asian countries" 

 

Ken’ichiro Higuchi (Sugiyama Jogakuen University) & Kiyoshi Naka (Gifu University) 

 

１． はじめに ─「アジア英語留学」の活発化─ 

近年、英語の学習・習得を目的として、欧米やオセアニアの英語圏ではなく、アジア諸国に留学する、いわゆる「アジア英語留

学」を行う人が増えている。留学先はシンガポールやフィリピンなどの英語公用語国にとどまらず、英語学習のためにマレーシアやタ

イに出向く人もいる。 

アジア英語留学の長所・誘因として、①費用が安い、②距離・コスト面で気軽に計画、実行できる、③「超短期」（1 日～1

週間）でも学習できる、④観光や休暇を兼ねて学べる、⑤英語への気後れが比較的少ない──ことが挙げられることが多い。 

  

２． 「アジア英語留学」における「商品化」と「消費」の構図 

上記の長所には、提供される語学教育のクオリティや、留学という現地滞在経験による人々との交流や文化理解などは含まれ

ていない。アジア英語留学を紹介・案内する書籍や記事の多くに共通するのは、上記の長所を「アジアでの英語学習」の＜意外

なメリット＞として強調しつつ、「アジア」イメージに起因する漠然たる不安を事前に払拭するという構成である。 

その典型は「現地の訛り」を心配する声を紹介し、短期間で「訛り」がうつることはない、アジア諸国の英語学校の教員は「綺麗

で標準的な英語」を話すといった回答を提供するというものである。この図式の背景にあるのは、アジアとは非英語圏であり、その

英語は「本物」ではないという考え方であり、アジア英語留学はともすれば「安い割に意外によいもの」として扱われることにもなる。 

 

３. 問題状況と提言 

語学留学には、それ自体、言語の「商品化」という性格を免れがたい面がある。アジア英語留学においても、多くの場合、商品

化された英語教育に「対価を支払い」、「欲求を充実」させるという「消費」の構図が一致する。 

ただ、アジアで英語が商品化され、「安近短」を目当てに消費される趨勢は、言語に内在する地域の文化や歴史など、貨幣

的価値ではかれないものを無視する態度に結びつきやすいのではないか。アジア諸国で英語が使われていることの歴史的意味や、

人々の「アジア英語」への思いを理解しようとしなければ、「アジア英語留学」はアジアから英語だけを切り取って持ち出す態度につ

ながりかねない。 

さらに、従属論的な問題点もある。アジアにおける英語学習でありながら、そしてそれが英語学習である以上、欧米の英語圏を

中心とするビジネスや高等教育がもたらす「支配」─「被支配／従属」関係の維持や再生産と、それによる文化的同質化に結び

付きかねないという点も考えておく必要がある。 

これらの問題を解決していくには、英語帝国主義的な思考や風潮への批判に加え、「アジア英語」に内在するアジア諸文化に

まなざしを向ける姿勢の涵養が重要なのではないか。「アジア英語留学」は本来、諸文化の価値の受容・認識という、単なる「英

語貨幣経済」にとどまらない大きな可能性を持つ営為である。言語教育に携わる者は、この点を言語学習者とともに考えていくべ

きではなかろうか。 
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言語学習の商品化と消費の議論は応用言語学分野の中でも特に英語教育分野で盛んに行われてきた。この背景には，英

語の持つ権威性や政治性，そしてそのイデオロギー装置としての英語教育への批判の高まりがある。「アコガレ」など情意的な側

面もある（Kubota, 2011; Piller & Takahashi, 2006）ものの，グローバル化が進む中，世界語としての英語能力は，

収入や社会的地位と結びつきやすく，そのため，商品化と消費の議論も商品として提供され，消費される教材や教育サービス

に焦点が当てられがちであった（Heller, 2003; Piller, Takahashi, & Watanabe, 2010）。 

これに対し，日本語や日本語学習では，ソフトパワーの影響がたびたび指摘されているように，英語と比較したときに，収入

や社会的地位といったものとの結びつきは弱いと言える。しかし，土台にある英語教育分野での「商品化」の議論，また「商品化」

という言葉の持つ印象から，学習の商品化そのものが否定的に捉えられがちである。本発表では，日本語教育分野における議

論の不十分さに問題があると考え，日本語教育分野の特徴や現状を反映した商品化の議論を進めることを目的とする。具体

的には，経済的行為を言語学習に応用した「投資」（Norton Peirce, 1995）概念の議論を手掛かりに，学習者のアイデ

ンティティに根ざした日本語学習の商品化と消費について考察することを目的とする。 

Norton Peirce（1995）と Norton（2001）は，学習者は見返りを求め言語学習に投資し，その投資は「想像の共同

体」における「想像のアイデンティティ」との関係性の中で理解されなければならないと指摘している。そして，学習者はこの見返り

が期待できないと判断すれば，言語学習をやめてしまう可能性も指摘されている。「投資」や「想像の共同体」が従来の言語教

育研究では捉えきれなかった学習者と学習，社会との繋がり，特に社会における権力構造を重視していることを考えると，単純

に何かに必要とされる言語能力を育成することだけが日本語教師に求められているのではなく，長期的な視点から，学習者が

抱く期待を実社会の中で達成していくための道筋を提示したり，日本語能力以外の必要な力や知識，方略を身につけさせたり

することも求められていると言える。 

言語学習の商品化とは，コンビニの陳列棚に並ぶ商品のような，大量生産された，既製の学習を提供することであり，そこ

に存在する人や理念，考え方を無視したものと否定的に捉えられることが多い。しかし，言語学習への投資が単純に収入や社

会的地位だけを見返りとして期待し行われているわけではなく，また学習者が学習への「非参加」（Norton, 2001）を選択す

る可能性もあることを考えると，商品化とは，学習者個々人の「想像の共同体」や「想像のアイデンティティ」に根ざした学習やそ

れを実現するための方略をも提供していくことであると言え，必ずしも教師の教育観や教育理念と相反するものではないと考えら

れる。 
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