
書評

節英というひかえめでラディカルな営為
　木村 護郎クリストフ 著

『節英のすすめ　脱英語依存こそ国際化・グローバル化のカギ！』
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かどや ひでのり †

はじめに

英語支配／英語依存／英語帝国主義が自明な問題としてかたられるようになったの
は、評者の印象では、比較的最近のことである。日本列島での英語学習は帝国主義的
世界秩序へのがむしゃらな適応の一環としてはじまり、それは 1945年以降のアメリカ
合州国による明示的・潜在的支配のもと現在までつづいている。そうした日本の文脈
において、英語のありように問題をみいだした議論の端緒はどのあたりだろうか。よ
まれつづけるべき古典となった『イデオロギーとしての英会話1』（ダグラス・ラミス、晶
文社）が 1976年、タイトルそのものに問題としての英語支配がふくまれたのは、1990

年に出版された『英語支配の構造』（津田幸男、第三書館）が最初である。単行本でみる
と、1990年代に大石俊一『「英語」イデオロギーを問う』（開文社出版、1990年）、『英語
支配への異論』（津田幸男編、第三書館、1993年）といった著作が、2000年に『言語帝国
主義とは何か』（三浦信孝、糟谷啓介編、藤原書店）がでたのち、間欠期をおいて近年再
論されるようになってきている。寺沢拓敬による、大規模な社会調査のデータ分析に
徹した英語社会学研究があらわれてきていることも注目される（『「日本人と英語」の社
会学』研究社、2015年など）。しかし、これらと並行して、あるいはこれらに刺激された
かのように、英語支配を解決すべき問題とはしない議論もふえていることは、洪水の
ような英語学習関連文献をみればあきらかだろう。英語支配は現実としてうけいれる
／うけいれさせるしかないとみて、英語支配への積極的同化を主張するものや、「英語
支配という現実」そのものを認知せずに（できずに）、幕末の学習者のごとく、いかに
効率的に英語学習を達成するか、それによっていかに利益をえるかだけをかんがえて
いる論者もおおい（これらは職業的英語教育者の主流を構成するひとびとでもあろう）。

本書の背景

現在の視点にたってみると、あらかた議論はでつくしており、今後あらたな論点が
でてくることはかんがえにくい。そして、現在の世界の社会経済状況のもとで、英語
支配をどうすればよいのかという問いに対して、すぐに有効なこたえはないことは共
通の理解となっている。言語的不公正という病気はあるが、すぐにきく完全な治療法
はない。それなら病気だとおもわなければよい。病気の定義からはずしておこう、そ
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もそも病気なんかじゃない、体によいのだ。あるいは、なおるみこみのない病気なら、
その苦痛を最大限軽減し、利益の損失を最小化することをかんがえるのが得策だ、い
や、不公正からは目をそらすべきではない。または、そもそも病気の存在すらしらず
にむしばまれているひとびともいる…。言語の問題にとどまらず、こうしたさまざま
な視点をもったひとびとが混在し、コミュニケーションが断絶した社会は、共通理解
をもてないまま膠着し、社会経済的強者が有形無形の利益をひとりじめしていく弱肉
強食とならざるをえない。このような現状のなかに投じられた一冊が本書である。そ
の目次は以下のとおりである。

第 1部 なぜ「節英」なのか — 国際語としての英語の裏側
導入：英語の光と影
第 1章 節電から節英へ
　《コラム 1》日本で原発と英語の普及がが同時進行したのは偶然？
第 2章 「9・11」と英語
　《コラム 2》外国語教育から見た安保法制論議の落とし穴
第 3 章 「自国化」による情報伝達の屈折
第 4章 共通語の限界
第 5章 言語運用力の格差
　《コラム 3》国際会議の英語事情
第 6章 では、どうしたらいいのか
　《コラム 4》節電してみました
第 2部 節英はどのようにできるのか
導入:英語は薬!

第 7章 英語を飼いならす — 「国際英語」という発想
　《コラム 5》カタカナ語の功罪
第 8章 国際語としての英語とどうつきあうか
第 9章 りんご (隣語)をかじろう
　《コラム 6》Ĉu vi estas Esperantisto? — ブラジルでの出会い
第 10章 多言語とどうつきあうか
　《コラム 7》理系研究者の言語事情 — 英語オンリーは非効率
第 11章 意外と日本語でいける
　《コラム 8》日本語話したいのに — 話してもらえない在日外国人
第 12章 日本語をもっと活用するために
　《コラム 9》当世留学生日本語事情
おわりに — 私たちはどの方向をめざすのか

「三つの断絶」

著者は、本書を世にとう動機となった、かんがえるべき問題として「三つの断絶」
（281：ページ番号、以下同様）があるという。第一は、本屋にいくと「英語に極度に批
判的な書籍が何冊も刊行されている一方、…ひたすら英語学習を勧めるような本がず
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らっと並んで」おり、「両者の間にはなんの接点もないように見える」こと。たしかに、
それぞれの本のなかで、批判対象として言及しあっていることもなくはないが、両者
間にコミュニケーションは成立していないだろう。第二は、「『英語』と『その他の異
言語』と『日本語』の間の議論の断絶」。「言語をめぐる課題は相互につながっている
はず」なのに、「多くの英語本には英語以外の言語のこと」は出てこない。たとえば、
英語教育と日本語教育はそれぞれが関連団体をいくつももっており、閉じてしまって
いることがすぐに想起される。これはその他の優勢言語（フランス語教育など）につい
ても同様だろう。第三は「学術と現場の断絶」（282）。「言語関係の学界で交わされて
いる議論は、言語を教えたり学んだり使ったりしている現場に必ずしも伝わっていな
い」。学術的成果が社会的にひろく還元されていないという問題は、言語とは関係をも
たずに生活をおくるひとびとはほとんど存在しないことをかんがえると、より痛切に
感じられる。
これらの課題に著者は、かんがえられるかぎりのアプローチをもってとりくんでい
る。本書は研究書の体裁をとっておらず（三つ目の断絶への配慮からであろう）、そのため
末尾の参照文献リストには一部しかあらわれていないが、梅棹忠夫、鈴木孝夫、ダグ
ラス・ラミス、田中克彦、津田幸男、中村敬から、最近では施光恒らまでの議論がふ
まえられ、80年代末から英語支配論に注目してきた評者には、感動的な一大ジンテー
ゼとしてうつった。これらにくわえて、岡真理、寺沢拓敬、水野和夫、宮島喬、森岡
正博などの研究も援用され、思考の手がかりとなるものをかけらものがすまいとする
著者の知的貪欲さは模範的である。
著者があげる「三つの断絶」のうち、後二者、つまり英語論／日本語論／…間の断
絶、および学術の世界と日常生活の断絶の克服については十分に成功している。著者
が徹底して採用しているかたりくちは、豊富な日常的事例で具体的かつ平易にかたる
ものであり、生活実感の喚起とそれにもとづく了解という戦略がとられている。
たとえば、使用言語として何語を選択したかによって、かたられた情報は意図せず影
響をうけるという、関連研究者にとっては常識的なことをそのまま提示されても、ぴ
んとこない読者はすくなくないだろう。何語ではなそうが、かこうが、ちゃんと翻訳・
通訳すればほとんどおなじはずだ、と。英語を国際語としてもちいれば十分だ、問題
があるとすれば英語の運用能力のひくさだけだ、もっと英語を、という立場をとるひ
とは、その立場をまもるためにもそうかんがえざるをえない。しかし、著者は「9・11

事件」（北米でおこった例の事件とは限らない）や福島の原発事故といった世界的大事件の
つたわりかたのよみときや、ヨーロッパの小言語であるソルブ語社会で著者がであっ
たミクロな事例をならべていくことで、「おなじ」とはいえないどころか、撰択された
言語によってかたられる内容がまったくちがってしまうことを示し、「英語で十分だ」
という主張になんの理もないことを完膚なきまでに検証している。
スケールがさまざまな具体例の豊富さ、幅広さからは、著者が長年にわたってこれ
らの課題をもちつづけ事例を収集してきたことを、叙述の平易さからは、大学内外の
講演・講義などで著者が当該問題についてかたりつづけてきたことの蓄積のあつみが
うかがえる。
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第一の断絶
— 英語普及を肯定するひとびとと英語帝国主義批判

それでは、著者が課題とした第一の断絶についてはどうであろうか。ヘゲモニー言
語としての英語を消極的・積極的にうけいれるひとびとの目に本書はどのようにうつ
るのだろうか。たとえば、異言語話者間のコミュニケーションにもちいる言語の撰択・
変更について、まず「コスト」でかんがえようとする立場や2、ヘゲモニー性を所与の
条件としてあきらめてうけいれ、ヘゲモニー言語が限定的にもつ「正の効果」（ヘゲモ
ニー言語を習得すれば相対的におおくの社会経済的利益をえられる／言語習得によって階層上
昇が可能になるなど）をことさら強調する立場（またはそれしかみない立場）などをとるひ
とからみてどうなのだろうとかんがえてしまう。
本書は、「英語が限りなく必要な社会というのは、限りなく持続不可能な社会」（268）
であり、「安心して暮らせる持続可能な社会をめざす」（267）ことがのぞましい、とい
う明確な価値判断にもとづいて、「節英」（英語への依存と傾倒から脱すること）をすすめ
ている。そのための方法としてとられているのは、2方向からのアプローチである。
ひとつは、合理主義を追求すること、つまり「正確な損得勘定」によるもので、支配
言語としての英語に依存することによってどれほどの損害が生じているかをしめそう
とする手法である。英語をつかえれば社会経済的に得をするという漠然としたイメー
ジにさしたる根拠はないどころか、発信される情報がもつ視点の限定性や情報にかけ
られるバイアスによる損失は甚大である（第 2～4章）。
もうひとつのアプローチは、基本的な権利の擁護という、倫理的判断にもとづく立
場からなされる。個々人が英語からのどのような社会的距離にあるか、英語を習得で
きるかどうかによってつくられる格差は「特権表現階級（英語のネイティブスピーカー）」
から「沈默階級（英語との接触がない者）」にいたる階層構造をうみだし、経済格差にと
どまらない差別化をもたらす（第 5章）。同時に英語の第一言語話者のあいだにおいて
も、格調がたかく正統だとされる英語話者とそれ以外の話者のあいだに優劣関係がつ
くられる。この格差を解消しようとすれば、徹底的に英語普及と教育をすすめなけれ
ばならず、そのさきにあるのは英語以外の言語の廃棄と「地球規模の言語的アパルト
ヘイト」にならざるをえないのではないかという、ロバート・フィリプソンのことば
が紹介されている（118）。
できるだけ多様な観点からかんがえるという著者のスタンスはよくわかる。しかし、
第一のアプローチには違和感ものこる。総合的な社会的・個人的損得勘定をうながす
という、倫理的判断とは無関係なはたらきかけをすることで、倫理的にのぞましいと
かんがえられる方向（持続可能な社会）への社会変化を企図するという手法は一般的に
もよくみられる。言語からはなれた例をあげよう。
日本の企業社会などにおいて、ジェンダー格差の解消はながらく問題となっている。
関連法制整備や啓蒙がすすめられてきたが、現在では、組織内の人的多様性（ダイバー

2立岩真也「多言語問題覚書 — ましこひでのり編『ことば／権力／差別 — 言語権からみた情報弱者の
解放』の書評に代えて —」『社会言語学』VII、2007 年、pp.123–137
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シティ）こそが組織の活力さらには利益をうみだすことが成功例とともに強調され、ダ
イバーシティに欠ける企業はすべて倒産していく、とすらいわれる。かりに、利益の
最大化を志向する営利企業が脱ジェンダー化をすすめたとして、それはのぞましいこ
となのかどうか。そこでは差別の解消（権利の保障）が目的とはされておらず、利益の
ための一手段となっているからである。そうした企業は、なんらかの差別が利益にな
ると判断すれば、躊躇なく差別行為にむかうのではないだろうか。もちろん、社会的
なはたらきかけとして、資本の論理を便乗的につかうという変化球はあってもよいが、
その邪道性は十分自覚し、留保をつける必要がある。
倫理規範にもとづく第二のアプローチは、言語権に関わる議論において、精緻化さ
れてきたものである（それには著者自身の学界への貢献もおおきい）。社会全体の持続性を
意図したとき、言語格差は、経済格差同様に巨大な負の影響をもつ。生存権、被教育
権など、現代においてひろく共有されている基本的権利の侵害につながるためである。
これらの著者のはたらきかけについて、あえて悲観的なみかたをしてみる。英語が
ヘゲモニー言語として機能している現在、その弊害がいくらおおきくとも、日本にか
ぎらず、おそらく多数のひとびとは簡単にはうごかない。日常的には合理性の追求を
そもそもおこなう意志のない思考放棄型のひとびとが一方にいる。とりあえず英語支
配という現状に多少なりとも適応することで精一杯、あるいはまったく適応できずに
不利益をしいられ、意識しないまま沈黙しているひとびとの存在。他方で、自分個人
の短期的な利益だけに関心があり、「持続可能な社会」には無関心あるいは敵対的なひ
とびとがいる（原子力発電の継続・拡大に熱心な、短期的にばらまかれる金に惹かれたひとび
とときれいに対応している）。さらには、英語使用の拡大こそがコミュニケーションの平
等を達成する、という倒錯した言説をくりだすものまでいる。評者は、持続可能な社
会の構想と、これらのカテゴリーのひとびとととの断絶のふかさをおもいおこさざる
をえない。

だれに対してなにをかたるのか

英語依存／支配のなにが問題なのかを論じたあと、第 6章「では、どうしたらいい
のか」、第 2部「節英はどのようにできるのか」において、いよいよ節英のすすめが具
体的に提示される。ここでも著者は「節英 5ヶ条」として、マニュアル風にかつ平易
に方法をとく。その内容は本書にゆずり、ここでも著者のアプローチに注目したい。
「自分の英語使用がどのような意味をもつのかを自覚して、節度をもってつかうこ
と」（27）という定義にあらわれているように、本書は基本的に本書の想定読者である
日本語人（非英語人）は英語についてどのようにとらえ、英語に対してどのようにかか
わっていくのがのぞましいかを論じている。そこで対象となっているのは、あくまで
非英語人の認知のありかたと行動であって、英語人のそれではない。通常、英語支配
という問題が批判的に論じられるとき、まず第一に問題とされるのは支配による利益
をえているがわ＝英語人とその背景社会であって、非英語人のがわではない。ゆえに、
帝国主義性に対する批判というかたちがとられることになる。これは、搾取－被搾取、
抑圧－被抑圧、加害－被害関係すべてについていえることであり、問題はまず「するが
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わ」にあるとみるのが筋である。しかし、著者はあえてその方法をとっていない。こ
れは、第一の「断絶」への対応のための戦略的判断もあってこのことであろう。正面
から抑圧者側を批判するのではなく、あえてそれを回避し、被抑圧者のがわから既成
の支配構造を解体していこうとうったえることが本書のねらいと評者は理解した。
支配－被支配という権力関係は、支配をうけいれ、それを再生産する自発性が支配
される側にうまれて完成する。自発的な従属者をともなわない権力関係はもろく、つ
づかないことをかんがえると、本書のスタンスによる記述はこれまで断片的にしか論
じられてこなかった要素を総合した、きわめて有意義な成果である。もっとも、英語
支配の結果として英語産業や英語教育業界、英語教育関係の出版業という巨大な利害
関係者群が生成・拡大し公教育をまきこみ、支配の恒久化をめざしているなかでの提
起という現状は確認しておかなければならない。
本書のように非英語人に可能な選択肢として節英をすすめることと並行して、「英
語人に節英を倫理的義務としてせまる」という正面からのアプローチも必要なことは
著者も否定しないだろう3。著者の「非英語人の節英」という包囲戦略だけでは「ジリ
貧」的な効果にとどまり、さらにいえば意図せず現存の英語支配の構造を補完的に支
持する機能（被抑圧者のささやかな息ぬき）をもってしまうことも危惧される。本書が英
語もふくめた多言語に翻訳されるのと並行して、著者が『人間の倫理的義務としての
節英』を英語で出版してくれれば…とも評者は夢想したが、どうだろうか。

節英とエスペラント

著者は 10代のころからのエスペラント話者としてしられている。本書でも節英の有
効な方法のひとつとして、手話とならんでエスペラントの学習・利用が紹介されてい
る（190–200）。計画性があるために、非計画言語とくらべて習得ががきわめて容易な
エスペラントは、特権的な第一言語話者がいないこともあって、第一言語のことなる
話者間のはしわたし言語としての十分な機能をそなえている。これを普及し、コミュ
ニケーション上の権利侵害をへらそうとしているのがエスペラント運動である。それ
はより公正な社会の実現を意図した文化・社会運動であり、上述の区分にしたがえば、
本書内での位置づけは「倫理的判断にもとづく第二のアプローチ」に属する。そこで
は公正さの達成とそのため手段の普及・実践が第一目的とされ、社会経済的利益の獲
得は否定はされないが、とるにたらないものとされるか、無視される。
英語のつかいかたをみなおそう、ではなく、新規に計画言語をまなんでつかってみ
よう、という提案は、本書の読者に、純粋に倫理的土台にもとづいて、自身の言語へ
の態度の検証をうながす点が注目される。エスペラントは「その言語学者の言語観を
あらわすリトマス紙4」といわれており、本書のこの部分でもその効果が存分に発揮さ

3評者は、「劣勢言語話者へのはたらきかけ＝エンパワメント」と「優勢言語話者へのはたらきかけ＝ア
ンエンパワメント」を障害学における「個人モデル／社会モデル」に対応するものとして説明したことがあ
る。コミュニケーション上の弱者（たとえば非識字者）がおかれた環境をつくっているのは、マジョリティ
であるコミュニケーション上の強者（たとえば識字者）であり、後者の権力発動を制限することなしに公正
なコミュニケーションは達成困難である。拙稿「識字／情報のユニバーサルデザインという構想 — 識字・
言語権・障害学」『ことばと社会』14、2012 年、pp.141–159。

4木村護郎クリストフ・渡辺克義編『媒介言語論を学ぶ人のために』世界思想社、2009 年、p.16
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れよう。著者が平易にかたる以下のことばが、読者の生活実感にもとづいた理解と共
感につながることをねがわずにはおれない。

「…日本や世界での相互理解を深めるためにも、「視線を通わせる言語」で
ある手話や「相互の歩み寄りによる言語」といえるエスペラントを学ぶこ
とには、特別な意義があると思っています。どちらも、通常はお金になり
ませんが、お金で買えないものが得られる言語です」（198）

国際英語論 — 本書のさきにくるもの

非第一言語話者によって世界各地で頻用されるようになり、均質的ではなくなった
英語とどのようにつきあっていくか。英語はひとつではなく、多様な英語 Englishesの
存在がいわれるようになってひさしい。著者は、原理的に到達不能な「ネイティブ・ス
ピーカー」を英語学習のモデルとすることで従属的にふりまわされるのではなく、「英
語を飼いならす」（第 7章）ことの意義と具体的方法をしめしている。ここでも多様な
状況から採取された事例の紹介がよませる。
非計画言語である英語の発音や文法は相当にむずかしいが、コミュニケーションに
はつねに文脈があり、“I goed there yesterday”（146）といってもつうじない、という
ことはまずない。「どういう誤りか相手にわかっている時点で、すでに通じている」（同）
のであって、それでコミュニケーションが十分に成立すれば問題はない。逆に、英語人
のもちいる英語は非英語人にとってわかりにくく、コミュニケーションをさまたげて
いるという「ネイティブ・スピーカー問題」（137）が本書ではくわしく紹介されている
（評者もよく学生に対し、「北米やイギリスなど英語圏の英語人には国内英語 domestic English

しかできないひとがおおく、国際的な英語力がないのでこまる」といっている）。著者は国際
英語論への批判をも紹介しつつ、「英語を国際的に使うときは母語英語とは違う英語で
あることを念頭に」おき、「過度な思い入れや使いすぎを防ぐ」（153）ことをすすめて
いる。
英語がひろく教育され、つかわれている現状にあって、異言語話者と接したり、異
言語圏の情報を摂取する機会が多少なりともあるひとにとって、国際英語論は切実な
問題である。評者の経験では、たとえば学会で早口言葉大会かとおもわれるようなプ
レゼンテーションが英語人によってなされ、非英語人の参加者は下むいて予稿集をよ
んでいる（だれもきいていないし、きいてもおそらく理解できない）といった異常な状況が
日常的にすどおりされている。まさに裸の王様なのがネイティブ・スピーカー問題を
ひきおこしている英語人なのである。
コミュニケーションとは無縁な、コミュニケーション上の権力関係を顕示・再生産
する機会とだけなっている英語使用の実態と裸の王様の存在にきづけば、まず非英語
人にとって第一にめざすべきは「わかりやすさ・実質的コミュニケーション」である
ことが即座に了解されよう。しかし、「国際コミュニケーションの道具として英語を学
ぶ場合には、ネイティブの話し方をただまねる学習ではなくて、どういう話し方が国
際的にわかりやすいかということを追究しつつ英語を学んで使う」（142）ということ
が常識となり、“This restaurant is delicious”（144）が受容される英語使用の場がふえ
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ていったならばなにがおこるだろうか。それは、英語人が国際コミュニケーションに
おいて従来の権力、言語規範の守護者・判定者としての立場を維持できなくなること
を意味する。みずからの文化なりアイデンティティが侵害されたと感じる英語人もい
るだろう（ならば英語を国際化するべきではないので、身勝手な被害感ではある）。それ以上
に、亜・英語人として二次的な利益をえている英語教育者の反発のほうがおおきいか
もしれない。
本誌読者にとっては身近であろう別の例をあげるなら、英語でかかれた論文などの

“proofreading”やネイティブ・チェック（「非英語人によってかかれた英語に対する、英語
人による英語規範についての検証」という意の日本語）はどうであろうか。日本にかぎら
ず、学界では、英語人による「言語的適切さのお墨つき」をえることが一般的におこ
なわれている。それを義務として投稿者に課している専門誌まであり、評者のまわり
では、一本の論文への英語人の「お墨つき」をえるために何万円もの費用をかけて外
注しているひともいるときく。英語が真に国際語であれば、誤解なく意味をとれるか
／わかりやすいか以外の要素を検証する必要はないにもかかわらず。もし研究者らが
英語を真に国際語としてあつかうならば、英語は自分がかきたいようにかくと断言し
た鈴木孝夫のように、英語人による言語規範の独占とその特権化に異議もうしたてを
し、英語の言語規範を「みんなのもの」とすることになるはずである5。国際語は、そ
れに関して一部のひとびとが特権をもつべきものではなく、公共性のあるツールだか
らである。
そうした段階にいたったときには、「国際英語はまちがった／みにくい／正統的では
ないもの」とする国際英語否定論者と、「英語人の提示する言語規範よりも、わかりや
すさ、コミュニケーションとしての実質的意味を追求する、公共性ある国際英語」支
持者のあいだの、言語規範・コミュニケーション規範をめぐる闘争はさけられなくな
る。これは、英語にかぎらず、今後ヘゲモニー言語として国際的文脈でつかわれるす
べての言語についておこりうることである6。
英語の覇権とその不当性について、英語人・英語社会を直接批判の俎上にのせるこ
とはせず、非英語人が節英していこうという本書の「節英のすすめ」。そのさきには不
可避なものとしてこの闘争がまっていることを念頭におきつつ本書をみなおすと、そ
のきわめてラディカルな立ち位置がうかびあがってくるだろう。

5たとえば、評者は、日本国内の研究機関に属する研究者が論文を英語でかいてよしとすること、第一に
英語で論文をかくことは研究者倫理に違反するとかんがえている。言語的不公正を再生産する実践たらざる
をえないからである。この点については、20 世紀中、梅棹忠夫らが、日本国内の研究者はまず日本語で研
究成果を発表すべきだと主張していたが、英語がもたらす、倫理性以外の利益によってかきけされてしまっ
た。倫理的には、まず日本語でかき、それを情報アクセシビリティのたかい状態で供給し、その後、非日本
語人との共有のためエスペラントをふくめた他言語に訳すのがよいだろう。物理的なコストもたかくない。
まず英語でかかなければ競争にまける、不利益をこうむるというのであれば、そのような結果をもたらすプ
ラットフォームの問題性からかんがえなおすのが研究者の営為というものである。

6エスペラントは言語規範が使用者すべてによって共有できるように設計されており、このような対立を
うまない。ちなみに、エスペラントを優勢言語に意識的・無意識的にちかづけ、結果的にその計画言語性を
毀損してしまううごきはあり、批判対象となっている。
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おわりに

著者のさまざまな経験や著者が収集した節英や「濫英」の事例は本書のおおきな魅
力となっている。その蓄積は今後もすすめられるであろうし、社会状況の変化ととも
に、諸事例は性質をかえていくだろう。5年後か 10年後か、本書の姉妹編、続編がま
たれる。また、本書は、本書をよみおわったひとであれば、同様の事例をみぢかに発
見できるだけの感度を読者にあたえてくれる。そこから節英をキーワードとして言語
生活を観察し、同時に言語生活をおくるひとびとがふえ、節英の実践や節英論が派生
していくならば、カネや便利さよりも公正さを上位におき、持続可能な社会をめざす
立場にとっては理想的ではある。そこに社会言語学の営為はいかに関与していくこと
ができるだろうか。これはわれわれの課題である。


