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研究成果の概要（和文）：ネイティブ・スピーカリズム(NS)とは言語教員に影響を与える言語に基づいた偏見である。
(1)日本在住の13人の英語教員は皆NSを様々な形で経験している。(2)日本語教員間ではネイティブ・スピーカー、母語
話者の用語の使い分けがある。母語話者の優位性を意識しながら、学習者の必要に応じた教育を試みる教員の葛藤が伺
われた。(3)NSが拒否されれば、どのような条件で言語教員は雇用されるべきか。専門家は外国語教員の教育活動が変
わる必要があり、又その望ましい特質についての議論が必要であるとした。成果は共著本（Houghton, Rivers&橋本：
ラウトレッジと2015年3月契約）で発表する。

研究成果の概要（英文）：Native‑speakerism is a language‑based form of prejudice affecting language
teachers.
(1)13 English teachers living in Japan reported experiences of
native‑speakerism
in different
ways.(2)The Japanese original term of native‑speaker and the loanword are used differently among Japanese
language teachers. Being conscious of the superiority of native‑speakers, they have been trying to
accommodate needs of the learners.(3)If native‑speakerism is rejected, on what grounds should the
language teachers be employed? ICC, WE and ELF experts identified shifts needed in the educational
activities of the foreign language teacher, and desirable characteristics of the foreign language
teacher. The main outcome is a co‑authored book with Routledge (Houghton, Rivers & Hashimoto, contracted
in March 2015)
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レッジとかわすことができたのは最大の収

だ経験が必要であるという点で合意。又、教
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