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JACET 言語政策研究会の原点と三好先生 

 

研究会初代代表 田中慎也 

 

 この研究会は、JACET 内の研究会のため、当初発起人が 5 名以上必要であった。そのた

め、田中、三好、中尾、長谷川の 4 名までの賛同者は集まったが、もう一名が足りず急遽

当時北大におられた浪田先生にとりあえず名前参加して頂き研究会として認められた。 

 第一回の研究会は、1997 年 10 月ごろ、当時田中の専任校だった國學院大學たまプラザ

キャンパスの田中研究室で行なった。そして、当時田中が学内の自己点検委員会委員長の

雑用に追われていたので、研究会の事務的な雑務を三好先生が引き受けてくださることを

快諾され、会合場所も事務処理のしやすい三好先生の研究室で行なうことになった。 

 最初の研究活動は、Judith Lessow-Hurley の THE FOUNDATIONS OF DUAL 

LANGUAGE INSTRUCTION の輪読から始まった。当時は言語政策と聞いても出版社は

なかなか出版に応じてくれなかったので、翻訳出版を諦め、大修館の『英語教育』編集部

の池田恵一さんにお願いして、「世界の国々と言語政策：英語圏諸国を中心として」という

タイトルの連載記事を 1999 年度の一年間書かせてもらった。これによって新たな研究会参

加者を増やすことが出来た。 

 私のパソコンに残っている当時の三好先生から研究会のメンバーに送ったメールを紹介

する。「田中慎也先生より電話連絡がありました。英語圏諸国の言語政策についての連載記

事を取り挙げる事に決定したとのことです。（係：編集部 池田恵一様） 今回は実際に滞

在等の経験も入れて書いて欲しいということで、三好がオーストラリアに割り当てられた

ようです。岡戸さんは松原好次先生と共同で米国を担当して欲しいとのことです。前の予

定と違っているので、こころ苦しいのですが、いかがでしょうか。なお、私は 1999 年 2 月

に TDU の学生を引率して約 3 週間シドニー大学に滞在しますので、その際キャンベラまで

足を延ばして最新の資料を収集しようと思っています。」と連載記事執筆の抱負を書いてお

られる。 

 この研究会が俄然にぎやかになったのは、1999 年 2 月、当時川崎市市民者会議委員長だ

った李仁夏牧師の紹介で、川崎市役所市民局人権共生推進担当の山田貴夫氏を講師にお招

きして研究会を開いた時からである。これをきっかけに「言語サービス」というテーマを

本格的に調査研究することとなり、月例研究会には名古屋から岡戸さん、金澤から河原さ

ん、静岡から藤田さん等が新幹線を使って毎月参加され、俄然ホットな研究会となった。 

 そして 1999 年秋に早稲田大学で開催された AILA の大会では皆でパネル発表を行い、次

いで 2000 年 10 月にＪＡＣＥＴの特別補助費をいただいて、『日本の地方自治体における言

語サービスに関する研究－「21 世紀多言語社会への助走」－』を三好先生、河原先生等の

並々ならぬご尽力によって刊行することが出来た。 

 その後、田中は日本言語政策学会（JALP）設立によって、JACET 研究会を離れたが、
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その後も三好先生は JALP の月例研究会に顔を出してから電機大のほうの JACET 研究会

に戻られるという気遣いをしてくださっていた。何気ない気遣いではあったが三好先生の

細やかな暖かい気持ちが伝わるようで私にはうれしかった。この 5 月の JALP 研究会にも

いつものように出席され、終わった後に笑顔で私に挨拶をされて帰られたが、これが先生

と交わした最後の別れの挨拶になろうとは想像もできず、「じゃあ、また。先生そのうち必

ず電機大の方にも顔をだしますから」といってお別れした。何時にもまして柔和でにこや

かなお顔だったことが印象に残っている。 

先生、もうコピーも郵送作業も切手代の不足も気にせず安らかにお休み下さい。これま

での先生のご協力と陰ながらのお支えに心から感謝します。有難う御座いました。合掌。 

 

 

2010，7，7 日三好先生追悼 

三好重仁さんを悼む 

                 小池 生夫 

 

 三好重仁さんが亡くなったという知らせをもらった時は驚愕が走った。だれもそうであ

ったに違いない。三好さんは現役のばりばりであった。彼の並みはずれた誠実な頑張りぶ

りを知るひとは、突然の彼の他界をどうやって現実として向き合ってよいか戸惑ったにち

がいない。どう納得して彼の霊魂を悼んでよいのかわからないであろう。 

 三好さんは鳥取の出身である。お父さんが礼儀に厚い立派な方であり、御子息思いでお

られたこともあって、息子の彼も人を大切にし、律儀さがあり、筋がねが通っていた。彼

は私のＩＣＵ大学院の後輩である。それがゆえに私を立ててくれた。三好さんが世にも稀

な人材であるという思いを深くする。    

私は 35 年ほどＪＡＣＥＴ活動をやってきたが、そのなかで、三好さんにその活動の中核

に入ってもらって助けてもらって以来ひさしく同志としても個人としても深い信頼関係に

あった。三好さんにお願いしたのは、月例研究会の幹事であった。かれはそれを引き受け、

発表者の選定、連絡、会場の手配、終わっての懇親会の世話まで一手に引き受けて、それ

も何年も何年も引き受けてくれた。    

彼が小池科研の大規模研究分担者の一員として研究を助けてくれたときにも、手を抜く

ことは一切なく、緻密に期日までに仕事をしてくれた。その律儀さと礼儀正しさには頭が

下がった。 

科研の研究で、欧州に調査に彼といっしょに出かけたこともあった。その記憶は今でも

鮮やかに頭に残るが、いつの間にか、細かな調査を記録に残し、あとからまとめていただ

いた報告書は詳細を極めたもので、よくもこれほど調べて記録してくれていたと感嘆する

ほどの記録であり、その価値は大変なものがあった。 

学生を海外に引率して海外に行ったときも、アフリカ、中近東、アジアなどで人があま
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り行かない国々の英語教育を調査した時も、貴重な記録を残した。その一部は私にも送っ

ていただいたことを思い出す。彼が学生を愛し、教育し、同僚のだれとも付き合いながら、

自分の道を歩み続けた研究者であり教育者であり、それは周囲のひとたちに人間の生き方

を自然に教えてくれた、表裏のない立派な教師であった。これらの報告をまとめれば、大

変価値のある研究資料になるであろう。 

 三好さんは歩くのが大好きで、毎日かなりの距離を歩く。温泉地で一緒に泊まっていて

も、ウオーキングシューズを持参していて、早朝の散歩を試みる。箱根にいっても、ブラ

ッセルのホテルでもそうであった。山にも行く、それも独りで登るのが好きだった。だか

ら人並み以上体力に自信があったであろう。しかし、最後はそれが無理を重ね、他界への

遠因になったかもしれない。 

 「小池先生、こうしましょう。ああしましょう」彼の声が聞こえる。「私にさせてくださ

い」まっすぐに、ひたすら生き続けた人生であった。 

三好さん。残念だ。本当に無念だ。まだこれからなのに。これから纏めるものが山ほど

あるのに。三好さんに代わって、残した多くの報告をまとめてもらいたい。 

奥様、お子さん方、式場では、言葉も交せませんでしたが、御夫君、お父様は、稀にみ

る真実一路の教師であり、立派な研究者であり、行動の人であり、人の手本になる存在で

ありました。そして、ご家族を大事にしておられました。このことをお伝えし、先生の霊

魂の平安をひたすら祈ります。 

（大学英語教育学会第 4 代会長、特別顧問、慶應義塾大学、明海大学名誉教授） 

 

 

三好さんからのメール 

松原 好次（電気通信大学） 

 

 三好さんから頂いたメールは膨大な数になります。そのうち一通を読み返しながら、三

好さんに対する哀悼の意を表したいと思います。そのメールは、2009年 2月 14日 12 時 15

分に送信されたものです。その年の 9月、北海道で開催予定の全国大会にポスター発表を

しようということになり、私が発表要旨をまとめ運営委員会に送付した直後のことだと記

憶しています。いつもの悪い癖が出て、少し過激な表現を使って以下のように書き始めて

しまいました。 

 

“英語の教員は概して視野狭窄になりがちだ”――これは英語帝国主義をテーマとした討論会で、

ある大学のフランス語教員が英語教員に浴びせかけた言葉である。あれから 10年ほど経過した現在、

英語帝国主義や英語支配に対する異議申し立ての勢いは弱まり、このような表立った批判の声を聞く

ことは少なくなった。その傾向に反比例する形で、脱英米英語を標榜する「国際語としての英語」や

「リンガ・フランカとしての英語」が日本の英語教育界で好意的に迎えられるようになり、英語とい
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う大言語の持つ特性に対する批判精神が薄れてしまった。その結果、英語教育関係者の視野狭窄は度

を深めていると言っても過言ではない。 

 

 「ＪＡＣＥＴの活動そのものを批判するような文面なので採用されないかもしれないで

すね」と心配する私に、三好さんは“やんわりと”以下のように書いてくれました。 

 

全国大会の発表要旨まとめと郵送ありがとうございました。全国大会運営委員会に採用されるこ

とを願いますが、不採用でも、これまでの取り組みを振り返るよい機会と思います。ポスター発表

準備は特に心配は要らないと思います。過去 2年間の読書会での議論を基にして、発表者 7名各自

が要点をＡ４版 1枚に箇条書きにまとめ、それをＡ３版に拡大コピーしたものを指定された用紙に

貼り付け掲示すればよいと思います。さらに、発表者各自が読書会時に配布したプリント類をまと

めて 7人分のプリントを綴じたものを参加者に配布しながら、説明すればよいと思います。河原先

生からのメールにもあるように、問題はポスター発表参加者からの疑問・質問への回答です。 

 

 このコメントに引き続き、ご自身のお考えを真摯に書いてくださいました。少し長くな

りますが、三好さんのメールをそのまま引用します。 

 

想定される質問に対する回答を考えてみました。ご意見お願いします。 

 

ＪＡＣＥＴ会員でありながら、なぜアジア・アフリカ等の多言語・多文化地域の言語政策を研究

するのか。それが、日本の外国語（英語）教育とどのように関連するのか。 

 

現在私が考えている一つの視点は、母語・第一言語とその他の言語の関わりあいです。  

シンガポールがよい例ですが、母語は華語（中国語地域変種）、マレー語、タミル語等ですが、 

初等教育以前から高等教育まで事実上英語を教育言語とする教育政策により、確かにアジア地域で

英語運用能力が英語母語話者並みに伸張したという光の側面と同時に、使用言語による世代間コミ

ュニケーション断絶、母語喪失、英語へのアクセス格差、目標とする北京官話の伸び悩み等、影の

側面の両側面を提示しています。ＩＴ技術・インターネット時代の進展と共に、英語は今後も地域

語ではなく、普遍語としての役割を強めることが予想されます。文字情報提供に関して、英語に拮

抗できる言語としては北京官話（簡体字漢字）、標準アラビア語、スペイン語、フランス語、ドイ

ツ語、ロシア語等が考えられますが、 今後最大の英語第一言語話者国・地域が英米豪加蘭ＮＺ等

のＥＮＬ国ではなく、インド等南アジア地域と想定すると（英語で発信できるインド人がインドの

12億人の 1割としても 1億人強）、今後とも英語の影響力が減少することは考えられません。 

 

そのような時代に向かおうとしている日本語母語・第一言語話者は自分たちの言語的 Identity

を保ちながら、個人的、社会的にどのような言語教育を目指すべきでしょうか。 
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現在の日本では「外国語＝英語」観が一般的です。経済界からはＴＯＥＩＣ・ＴＯＥＦＬ等の資

格試験を目指す伝達重視の英語教育推進の大合唱です。初等教育から教育言語を英語に切り替えれ

ば、半世紀程度で国民全体の英語運用能力は進展することも期待できると思いますが、その時、日

本語母語・第一言語話者の言語生活、漢字・かな・ローマ字等の文字に代表される過去の言語的文

化遺産はどのように変容するのでしょうか。一歩も日本を出なくても、初等教育から英語を教育言

語にすることにより、日本でバイリンガル生活者が誕生するのでしょうか。仮にそのような事態が

発生した場合、学習者がものを考える言語（ＣＡＬＰ）は英語に交替しているのでしょうか。国際

結婚増加等により、日本も多言語・多文化傾向を強めることは今後も予想されますが、日本がシン

ガポール並みの多言語・多文化国家になるには相当の時間がかかると思われます。また、外国語と

しての英語教育一辺倒の結果、現在日本で生活している南米日系人等の外国籍住民及びその子供た

ちは日本語と英語という二重の重荷を負うことになり、不登校問題等社会問題も発生しています。 

 

このような言語に関する社会問題を英語教師の守備範囲外と見なすか、それとも、早急な解決に

は至らないかもしれないが、自分の問題として考えてみるか、 結局は個々の英語教師の言語観、

世界観にかかっていると思われます。このように考えてくると、ＪＡＣＥＴＬＰＳＩＧの研究活動

は、直接には英語指導法・技術への関連性は薄いかもしれませんが、英語に代表される支配言語（普

遍語）、地域語、絶滅危惧語、言語権、母語、第一言語等への目配りによりバランスのとれた言語

観を醸成することに貢献できると考えられます。（下線、引用者） 

 

三好重仁 Tel ○○○○ Fax ○○○○ 

 

 アジア・アフリカ諸国を自分の足で歩き、各地における人々の生きざまを肌で感じ取っ

たことによって、三好さんの英語教育観・言語観・世界観が形成されたことと察します。

英語の重要性は痛いほど感じておられたでしょう。しかし同時に、アジア・アフリカの言

語多様性が失われることに胸を痛めておられたはずです。とりわけ、文字の多様性に心を

奪われていたようで、「時間があれば、いつか、アジアの文字についてまとめてみたいんで

すがね」と私に話してくださいました。 

 

このような三好さんだからこそ、冒頭に挙げた私の文章に素早く反応してくださったの

でしょう。英語を教えることで飯を食っている身でありながら、英語の普及に“危うさ”

を表明してよいものだろうかと懸念しつつ「英語の教員は視野狭窄・・・」と書いたわけ

ですが、三好さんのメールを読んで気持ちが楽になったことを今でも忘れません。心が揺

らいだときは、三好さんの残してくれたこのメールを読み直すつもりです。三好さん、あ

りがとう。 
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十年一昔（三好先生の思い出） 

                         河原俊昭（京都光華女子大学） 

 

三好先生と初めて出会ったのは、もう 10 年以上も昔のことになります。きっかけは 1998

年 1 月 31 日に行われた、日本アジア英語学会の第 2 回全国大会（神戸商科大学）でした。

私の当日の発表は、「アンケート調査から見たフィリピン大学生の言語生活と言語態度」と

いうタイトルでした。発表の内容は、フィリピンの二つの大学（セントトーマス大学とサ

ンファンドレトラン大学）の大学生の言語意識に関してアンケート調査したことをまとめ

たものでした。予期した以上にたくさんの聴衆がいる会場で、やや緊張しながら 20 分ほど

の発表をしました。聴衆の反応は、特に良くもなければ悪くもなかったということでしょ

うか。自分では 70 点ぐらいのできかなと思っていました。発表のあとは、神戸の町を見物

して、翌日、当時住んでいた石川県の津幡町に戻りました。 

すると、津幡町の自宅に見知らぬ人からメールが届いていました。その人は「三好重仁」

という名前であり東京電機大学で英語を教えていらっしゃるということでした。メールは、

なんでも私の発表に興味をいだいて、フィリピンに関して教えてもらいたい、という内容

でした。その人と、いろいろとメールのやりとりをしていくうちに、その人はアジアの言

語事情に興味をいだいていることが分かってきました。そして、こんど会おうということ

になりました。 

アジア英語学会の第3回大会が1998年の6月27日に白百合女子大学で行われるそうで、

その大会に三好先生も参加されるとのことで、その機会を利用して、はじめてお会いしま

した。温厚な紳士という雰囲気でした。その日は互いに他の用事があったので話す時間は

あまりなかったのですが、互いの研究内容について紹介しあって、先生からいくつかの資

料をいただいたように記憶しています。 

三好先生から、大学英語教育学会(JACET)の分科会である言語政策研究会があって、そ

こでいろいろな活動をしていることを教えてもらいました。誘われるままに、その年の秋

頃に、はじめて参加しましたが、東京電機大学での雰囲気はアットホームで和気藹々と新

参者にも優しい雰囲気でした。田中慎也先生、中尾正史先生、長谷川瑞穂先生、藤田剛正

先生、岡戸浩子先生、松原好次先生、上地安貞先生がいらっしゃいました（今は、藤田先

生は長崎に、上地先生は沖縄に移られて、最近は残念ながらなかなかお目にかかれません）。 

私は石川県に住んでいて、毎回参加するのは無理であったが、それでも、できるだけ参

加しようと考えました。三好先生からは、例会に関して、毎回丁寧に場所や時刻などが連

絡されてきました。当時の私は本を探しによく上京していました。当時は今ほどネット環

境が整備されておらず、現在のようにアマゾンですぐに本が入手できることもなくて、本

を探すということとなると、自分の足で、三省堂や古本街を訪問する必要がありました。

その点で神田界隈は理想の地域でした。隔月ごとの研究会参加と本屋回りは私の大きな楽

しみでした。 
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上京のもう一つの楽しみは、研究会のあとの夕食会でした。三好先生は酒はあまり飲ま

れるタイプではなかったのですが、場の雰囲気を盛り上げるのが上手で、いつもニコニコ

しながらみんなの話を聞かれていた姿が思い出されます。 

研究会の場所も次第にもっぱら東京電機大学で行われるようになりました。当番校の担

当者は大変な負担になるのでしょうが、毎回いやな顔一つせずに場所の設定に尽力された

三好先生には本当に頭が下がる思いです。 

その年の夏（1999 年 8 月）におこなわれた国際応用言語学会では、ポスターセッション

での発表をすることになり、夏の暑い日の中、汗をかきながら一緒にポスターを貼った思

い出も懐かしいものです。「日本の地方自治体の言語サービスに関する研究」というような

タイトルで、各人が地方自治体にヒアリングした結果を発表したのでした。A3 の紙を貼り

合わせて一生懸命資料を作成していたのですが、三好先生から、ポスターのこの部分は、

もう少し色合いを変えようとか、文字の大きさをこのぐらいにと言うアドバイスを受けな

がら、修正していたことを思い出します。 

2000 年 11 月では、大学英語教育学会の第 39 回年次大会が沖縄国際大学で行われました。

言語政策研究会も参加することになり、「世界の言語政策から日本が学ぶもの」というタイ

トルで発表をしました。発表会場では、三好先生が司会をされていました。かなり多くの

参加者がいて、なかなか鋭い質問もあり、私は冷や汗をかいたりしました。それを三好先

生の上手な采配できりぬけましたが、それらは今は懐かしい思い出になりました。 

私にとっては始めての沖縄訪問でした。大会発表の次の日に、レンタカーを借りて沖縄

を回りましたが、米軍基地が広い地域を占拠している実態を見て驚きました。今日の普天

間基地の問題などを新聞などで読むたびに、当時の沖縄大会での発表のことが思い出され

るのです。 

その後、三好先生とはいくつかの本の執筆、藤女子大学や北海学園大学での発表など常

に一緒に活動をしてきました。十年一昔とよく聞きますが、当時は、三好先生も私も 50 歳

前であり、すこぶる元気だったように記憶しています。 

さて、10 年前と比べて研究会のメンバーたちも、10 歳ほど年を取ったわけですが、変わ

らぬものは学問への情熱の高さと言えましょうか。ところで、過去 10 年間の自分の仕事を

振り返ると、常に要のところに三好先生がいて助けてもらったと感じます。あらためて、

三好先生に対して深い感謝の念を表したいと思います。 

 

 

三好先生の思い出 

山本忠行（創価大学） 

 

 2000 年に南アフリカを中心とした言語政策の調査を行って帰国したあと、翌年の冬に集

めた資料をもとに論文を書いていたころ、だれか同じような研究をしている人がいないか
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と検索したところ、言語政策研究会というのが目に止まりました。これはよい仲間ができ

るかと思い、早速メールを送ったところ、東京電機大学で月に一回ほど研究会を開いてい

るから参加しませんかという返信をいただき参加しました。 

 温厚で、几帳面そうな紳士である三好先生に迎えられ、話をしていると、アフリカに興

味があり、南アフリカにも行ってきたとおっしゃるので、たいへん親近感を覚えました。

それまで 10 年以上にわたり、日本語教育の仕事の合間に一人で言語政策について学んでき

たので、この研究会なら互いにいろいろ学びあうことができそうだと感じ、うれしくなり

ました。最初はそれが大学英語教育学会の SIG であるということも理解していませんでし

たが、藤田剛正先生や河原俊昭先生などけっこうアジアとつながりがある方が多いという

ことも、タイで２年間日本語を教えてきた自分としては、ますます研究会との縁を感じま

した。 

 しばらくして『世界の言語政策』の出版計画が持ち上がり、南アフリカについて書きた

いと思っていた自分としては願ったりかなったりでした。ところが、実は三好先生も南ア

フリカについて書くつもりだということを知って戸惑いました。すると三好先生は、あっ

さりと「南アフリカのことは任せる」と言ってくださり、自分はアフリカ全体のことを書

くことになさいました。ご自身もせっかく集めた資料をお持ちだろうに、と恐縮しました

が、お言葉に甘えて書かせていただきました。今でも申し訳ない気持ちとともに、執筆の

機会を譲ってくださった先生の心の広さには深く感謝しています。 

 三好先生は好奇心旺盛で、行動力にあふれ、次々といろいろな国を訪問されました。帰

国すると、写真やお土産だけでなく、こまかい記録まで頂戴しました。研究会の連絡や報

告、読書会の本の選定や資料配付、さらには希望者が手を挙げなければ、自ら発表を買っ

て出るなど、縁の下の力持ちと牽引車を一人で行うといった様子でした。小生の書いたも

のに対しても忙しい中を時間を割いて目を通し、丁重なコメントをお寄せくださり、大変

参考になりました。この 10 年間、何から何までまさにおんぶにだっこであったことを今更

ながら痛感するとともに、先生に心理的・肉体的な負担をかけてしまったのではないかと

悔やむばかりです。 

 これからは三好先生が最後に強いこだわりを示された「言語と貧困」の問題について、

みんなで研究を深め、世に問うていくことによって、先生の恩に報いていきたいと願って

おります。 

 

 

三好先生の思い出 

平野井ちえ子（法政大学） 

 

  三好先生との出会いは、２００９年９月のＪＡＣＥＴ（大学英語教育学会）北海道大

会でのことでした。１年に満たないおつき合いでしたが、本務に忙殺される私に、新たな
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分野の勉強に向き合える場を与えてくださったこと、感謝の気持ちは言葉に尽くしきれま

せん。言語政策研究会の例会では、着かず離れずの距離感でありながら、母校の恩師に勝

るとも劣らぬご教示を賜りました。とくに私自身は旅下手であるため、自分の足でアジア

諸国に入り自分の五感でその土地に親しむ、三好先生の研究者としての情熱には敬服して

おりました。また、そうしたご出張のご経験やご抱負を語られるときの少年のような表情

が、とても素敵でした。事務局長のお仕事はご負担が大きかったと存じますが、例会準備

もメール報告も几帳面に行なってくださいました。私はどこでもよく道に迷うのですが、

（なんと御茶ノ水駅から）電機大までのルートを迷って遅刻しても、優しい笑顔で迎えて

くださいました。ご一緒できる最後になってしまった５月例会の後、先生や他の皆様と一

緒に、カレー食べに行けばよかったです。 

  ご研究とは別の話ですが、「ピアノの練習を始めました」と語られたのも美しい思い出

です。実は真似をして、私もピアノの練習を始めました。厳密に言うと再開しました。２

０年ぶりです。止めてしまったのは、昔のピアノの先生は間違えると手を叩いたりして怖

かったし、苦しんで練習したってプロになれるわけではないし、という気持ちでした。で

も肝心なのはそんなことじゃないんですね。好きだから弾く、好きだから自分の音を奏で

る、長い年月を経て目から鱗が落ちる思いでした。僭越ですが、最近好んで弾くバッハの

曲を先生に捧げます。 

２０１０年６月２７日 

 

 

研究会に出席する楽しみ 

古川敏明（ハワイ大学マノア校） 

 

三好先生に初めてお会いしたのは東京の大学院で修士論文を書き上げた直後で2003年が

明けてまだ間もない頃でした。大学院の先輩に誘われて、東京電機大学で行われている言

語政策研究会に初めて参加したときのことは良く覚えています。いろいろな大学から集ま

った先生方が世界の言語政策の諸問題についてとても打ち解けた雰囲気の中でお話しされ

ていたので、初めて参加した私もあまり緊張せず過ごすことができました。その中でも例

会を切り盛りされている三好先生が温かく迎えてくださったのが印象に残っています。 

私は 2004 年からハワイ大学に留学したため、その後研究会にはほとんど参加できなくな

りましたが、留学先でも毎月三好先生からメールで例会案内が送られてきました。おかげ

で皆さんの様子がわかり、留学生活を送る中で心強い思いがしました。夏休みに一時帰国

した際にうまく研究会に参加できるときもありました。昨年 2009 年の 6 月に一時帰国した

ときは研究会で久しぶりに皆さんとお会いすることができました。このとき、三好先生は

旅先で購入されたエジプトの新聞をご紹介くださり、旅のお話をしてくださいました。ま

た、同じ例会で三好先生からガンジーやガンジーの子供にまつわる英語教育の逸話も興味
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深く拝聴したのを思い出します。 

研究会で笑顔をたたえていつも暖かく歓迎してくださった三好先生は、まだ学生である

私と大学教員である先生の間に壁のようなものを全く感じさせない方でした。お陰で日本

にいるときは毎月の研究会が楽しみでしたし、留学した後も一時帰国した際に出席できる

のを楽しみにしていました。三好先生の授業を履修していた電機大学の学生たちも私と同

じように感じていたことでしょう。私は今年大学院を卒業することになりますが、学生が

授業に行くのを楽しみに感じられる三好先生のような教師になりたいと思います。 

 

 

三好先生の事 

八田洋子 

 

私は人生の後半に社会人学生として大学院修士課程に入り、言語問題と出合いました。

1998 年４月から文教大学で非常勤講師をすると同時に、東大の西垣教授のもとで「L/P フ

ォーラム」（言語/権力フォーラム）に２年間携わることになりました。「L/P フォーラム」

では、グローバリズムの名の下、英語が世界を席巻するかの勢いに抗して「多言語状態」

を考える日々でした。ちょうどその頃、ウェブ上で「言語政策研究会」の存在を知ったの

です。身の程も考えず直ぐに研究会に出席させていただきました。そこで初めて三好先生

とお会いすることになったのです。私のような「普通のおばさん」に研究の中身が理解で

きるだろうかと臆する私を、三好先生は淡々と迎え入れてくださいました。以後出席させ

ていただく度に三好先生の「働きぶり」に接することになりました。 

 月１回の土曜日の夕刻、午後６：００時開始に間に合うように息せき切って駆け込むと、

研究会の部屋は机が整備され、資料が積まれて三好先生がにこやかに座っていらっしゃい

ました。先生のお姿が見えないときは、しばらくすると参考文献や資料が詰まった大きな

ダンボール箱をかかえて体をしならせながら教室に入って来られるのでした。直接椅子に

座れないほどの腰痛は？・・・とはらはらするだけで非力であったことが悔やまれます。

日々大変なお忙しさにもかかわらず日をおかずに「研究会リポート」が送られてきました。

そこには、発表者へのあたたかなコメント、そして三好先生のご意見が簡潔にまとめられ

ていて、毎回の勉強会の内容を再認識するのに大変役立ちました。 

三好先生は、研究者としてだけでなく、人生の達人でもいらっしゃいました。アジア歴訪

の「旅日記」は、主としてヨーロッパを旅してきた私にとっては目を見張るものがありま

した。松原先生のお話によりますと、研究会で現在読んでいる Language and Poverty は三

好先生が強く希望されたとか、ご自分のアジア体験と絡めて研究の対象になさっていたと

したら、ご急逝はさぞかしご無念だったことでしょう。しかし大きな宿題を研究会の多く

の方々が継承されます。どうぞ、しっかりと見守っていてください。 

 ある日、「ピアノのレッスンを始めたんですよ。」と三好先生はまるで少年のような笑顔
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でおっしゃいました。くろしお出版の編集者であり会のメンバーでもいらっしゃる「斉藤

さんとの連弾が楽しみですね。」と言うと、キラキラした瞳で「いやいやいや・・・」と照

れて少年そのものになられました。 

 旅を愛する先生は、奥様を同道される時、「僕は時間のある限りあちこち見て歩きたいん

ですが、家内は一つところでゆっくりしたがるんです。」とおっしゃると、少し浅黒く彫り

の深いお顔にシャイな笑顔が浮かびました。奥様への思いやりを瞬時に読み取ったのは私

だけではなかったでしょう。お嬢様のご結婚のお話をされたときも、「父親」の慈愛あふれ

る眼差しが眼鏡の奥に揺れていました。三好先生は、よき家庭人でもいらしたのですね。 

 私の記憶が正しければ、三好先生は鳥取県倉吉市のご出身と伺いました。私は岡山県西

部の田舎町出身で、同じ中国地方出身というよしみを勝手にいだき、私にとっては高いハ

ードルの「言語政策研究会」が一歩近づいたような気がしたものでした。そしてこの研究

会でご指導いただきつつ、自分なりに研究を続けていこうと思ったのでした。 

寺山修司は歌いました。「故郷の なまりなくせし友といて モカコーヒーはかくまで苦

し」と。しかし、東京電気大学本館 301 号室で味わうモカコーヒーは、やわらかい苦さを

残しながらも馥郁たる香りを漂わせていました。 

 三好先生、See you next month, the next・・・and the next・・・again and again. 

 

 

三好先生の思い出 

中川洋子（筑波大学大学院） 

 

 私が三好先生に初めてお目にかかったのは、2009 年夏に北海道で開催された大学英

語教育学会（JACET）のポスターセッションでした。 

 細々とイギリス小説を研究しながら高専の教員を続けてきた私は、近年の関心事であ

った日本の英語教育や言語政策について学ぶべく高専を休業し、大学院に進学いたしま

した。ちょうどその頃 JACET に言語政策研究会という分科会があり、そのポスターセ

ッションが北海道で行われるという情報を HP で知ったため、思い切って出かけたのが

三好先生を始め、言語政策研究会の多くの先生方との出会いのきっかけでした。 

 学会当日は、廊下のホワイトボードに各先生方のご研究内容が所狭しと掲示されてお

りました。言語政策という分野に関心を持ってまだ日が浅かった私には、三好先生のカ

ンボジアの言語選択に関することや、江田先生のシンガポールにおける言語政策、言語

観などの内容はどれも皆大変興味深いものばかりでした。 

 その日は初めて顔を出したにもかかわらず、研究会の先生方の昼食にまでお誘いいた

だき、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。三好先生をはじめ、先生方がご

自分の研究分野である様々な言語の世界や現地の人々の暮らしぶりについて生き生き

と語っていらっしゃったことが思い出されます。 
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 10 月から初めて研究会に参加させていただきましたが、三好先生には事前に資料の

コピーをご送付いただき、詳細なメールをいただくなど、研究会に出席する前から大変

お世話になりました。当日は、和やかながらも熱心な議論が展開され、改めて先生方の

日頃のご研究の奥深さを痛感いたしました。 

 研究会のことを思い出しますと、三好先生がたくさんの資料のコピーや参考図書を手

に教室に入っていらっしゃったお姿が目に浮かびます。三好先生がお話くださったご自

分のご研究や現地調査のお話は、この分野の研究を始めて日の浅い私にはとても新鮮な

情報ばかりでした。いつも明るく楽しい雰囲気ながらもめりはりのある研究会だったの

は、三好先生の誠実で真面目なお人柄と、細やかなお気遣いがあったからだと存じます。 

 三好先生はとにかくお仕事が早く、研究会前後のご連絡や当日の会の進行、参考図書

のご紹介、資料のご準備等、大変多くのことをこなしていらっしゃいました。研究会の

後は、発表内容の概略をメールで報告して下さり、研究会に出席できなかった先生方へ

お心配りを下さるなど、今さらながら先生のお仕事ぶりには敬服させられると同時に、

お忙しかった先生にご負担をおかけしてしまったことが悔やまれます。 

 春から読み始めた Language and Poverty は、三好先生が強くご推薦され、ご自分で

6 章を担当しますとおっしゃった、先生がとても関心をお持ちのテキストでした。4 月

10 日（土）の三好先生のご発表の日、体調を崩していた私は出席が叶わなかったので

すが、先生のご発表が聞けなかったことが残念でたまりません。お忙しいところ後日送

ってくださった三好先生の詳細なレジュメには新聞記事も添付され、お仕事でお時間が

限られる中でも真摯にご研究に取り組まれている先生のお姿にあらためて自分の要領

の悪さを反省させられ、また励まされた思いでした。 

 私が三好先生に最後にお目にかかりましたのは、5 月 8 日（土）の研究会でした。い

つものように楽しく充実した会が終了した後、廊下で「いつもおいしいお菓子をありが

とうございます」とわざわざ声をかけてくださいました。たいしたものをお持ちしてい

たわけでもなかったため、私は大変恐縮してしまったのですが、私はお礼を申し上げ、

「今後ともよろしくお願いいたします。先生もお体にお気をつけて」と言葉をかわした

のが三好先生とのお話の最後になってしまいました。そのときの三好先生の笑顔は今で

も忘れられません。 

 短い間でしたが、三好先生には研究会の事務局として大変お世話になりました。また、

常に生き生きと積極的に、また楽しそうにご研究に取り組まれていた三好先生の研究者

としての姿勢には大変感銘を受けました。これからもいろいろとご指導いただきたいと

思っておりましたのにそれも叶わなくなってしまい、本当に残念な気持ちでいっぱいで

す。 

 私もまだまだ未熟ではございますが、先生のお志を忘れず、一研究者として何かのお

役に立てるように微力を尽くしたいと存じます。 

 三好先生、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 
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三好先生の旅：モンゴル 

                           後藤田遊子 

                           北陸学院大学短期大学部 

 

 三好先生は、よく海外一人旅をしていらっしゃいましたね。訪れる国を良く知る人たち

にメールして事前に情報を得てから出かけられた様子でした。 

私は、2003年９月にモンゴル事情について質問を受けました。 

Sent: Monday, September 08, 2003 1:32 PM 

Subject: モンゴル旅行 

後藤田先生 

今回は一人旅で、期間も短いので、ウランバートル滞在のみです。 

三修社 CDブック語学王モンゴル語（温品廉三）を電車内で聞いています。 

空港から市内へのアクセスについて教えてください。 

9月 10日（水）夜 7時に 0M502便にてウランバートル空港に到着予定ですが、リムジンバスはありますでし

ょうか。『地球の歩き方モンゴル０３－０４』には路線バス案内は出ています。タクシー利用の場合、例え

ば市内の中央郵便局までこの時間帯では何分くらいかかりそうでしょうか。 

三好重仁   

 

 

 

 

Sent: Monday, September 08, 2003 4:21 PM 

Subject: Re: モンゴル旅行 

後藤田先生 

早速の返信ありがとうございます。 

夜 7時では真っ暗と思っていました。9時頃まで明るいと聞いて少し安心しました。 

10数年前にやはり一人旅で、シンガポール空港に真夜中に到着したときは、タクシーも無く、よそのホテ

ルの送迎用バスで市内まで到着したこともあります。 

9月 10日（水）到着日のホテルはスフバートル広場西のオルゴーホテルです。『地球の歩き方モンゴル０

３－０４』にありましたので、FAX送信しておきました。案内ではシングル US$25です。とりあえず 1泊し

てよければ連泊し、不満足の場合は他をあたるつもりです。ウランバートル市内を自分の足で歩く予定で

す。ことばに自信がついてきたら、中央長距離バスターミナルからゾーンモドまでの日帰り小旅行も試み

たいと思います。街では英語は通じないと思いますので、ロシア文字を紙に書いて相手に知らせます。 

三好重仁   
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Sent: Monday, September 08, 2003 8:19 PM 

Subject: モンゴル 

サインバイノー、 

おせっかい後藤田からの返信メールです。 

オルゴーホテルは知りませんが、スフバートル広場の近くであれば町の中心なので問題ないと思いま

す。もし、ホテルに問題があるならば、TUUSHIN Hotelを候補にあげておきます。中くらいのビジネ

スホテルです。3年前の 5月に一週間滞在しました。何とか英語も通じます。交渉次第では 50ドルく

らいの部屋もあるかもしれません。スフバートル広場の周辺です。現地での電話番号は 328594, 

323162です。 

ホテルのお湯は出なくなることがあるので、シャワーを手早くしてください。ウランバートルはほこ

りっぽいのでそのつもりで。ゾーンモドはアメリカの平和部隊がモンゴル到着後、3ヶ月間オリエン

テーションのために過ごす町です。 

さて、ウランバートルの郊外にテレルジ国立公園があります。馬にも乗れますしゲルにも泊まれます

ので話しの種になります。一泊で行ってもいいかもしれません。テレルジは景勝地で、ほこりっぽい

ウランバートルを離れてほっとする場所です。 

デパートではすりに気をつけてください。 

では、行ってらっしゃい。 

後藤田 遊子 

 

Sent: Wednesday, September 17, 2003 8:42 AM 

Subject: ウランバートルより無事帰国しました 

後藤田先生 

ウランバートル訪問についていろいろご教示ありがとうございました。9月 15日（月・祝）予定より 1

時間遅れの午後 5時過ぎに OM501便にて無事成田空港へ帰着しました。初めてのモンゴル訪問で最初は

緊張しましたが、次第になれて 9月 13日（土）ダルハンに 1泊し、9月 14日（日）にウランバートル

に帰ったその足でゾーンモドまで行ってきました。ゲルには宿泊しなかったのですが、いろいろ新発見

がありました。旅日記を今まとめていますので、完成しましたら送付します。 

三好重仁 

 普通、数日間のモンゴル旅行では決して訪れることはないだろう場所を三好先生は訪れ

ています。モンゴル第 2 の都市ダーハン（ウランバートルから車で４～５時間のロシア国

境に近く、都市といっても名ばかり）とゾーンモド（ウランバートルから車で２時間弱の

町ですが、やはり、観光目当てに行く場所でもなく、知り合いがいなければ時間を持て余

してしまう小さな町）です。アジア諸国の言語事情に関心をお持ちの三好先生からは、現

地の人々との出会い、現地のことばとの出会いや会話を求めて町を歩き体感するという姿

勢を、モンゴル訪問においても強く感じとることができます。 
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Sent: Friday, September 19, 2003 10:56 AM 

Subject: UB滞在日記及び資料送付 

後藤田先生 

記憶の鮮明なうちにと思い、3日間で UB滞在日記まとめました。 

帰りに UB空港で買った Angirimaという CD を電車内で聴いていますが、快い pop songです。音声テープに

ダビングして合わせて送付します。English-Mongolian辞書を買ってきたのですが、まだ歌の意味がわかり

ません。第 1曲の歌詞の意味がわかりましたら教えてください。バーバル・エンフバト共著の『モンゴル人』

も興味深い写真集です。目次のみコピーを同封しますので、本体必要であればご連絡ください。 

三好重仁 

  

 三好先生の『モンゴル旅行記」（JAFEA NEWSLETTER 2004 NO.14 に掲載）には、次のよう

な副題がありました。9 月 10日（水）「現地空港タクシーにぼられる、ホテルに予約 FAX

届かず」 “やっぱり！”と思いましたが、旅慣れている三好先生にとっては計算のうち

だったでしょう。 

 今、天国に旅立った三好先生のお人柄を偲びつつ、モンゴル行きのお手伝いができたこ

とも嬉しく、頂いたメールを読み返しています。 

  

最後に、ご遺族の皆様へ、聖書のみことばを通してお悔やみを申し上げます。 

＜旧約聖書 詩篇 23編＞ 

 「 主は羊飼い、わたしには何も欠けることはない。主はわたしを青草の原に休ませ、憩いの

水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は御名にふさわしく、わたしを正しい道

に導かれる。 

死の陰の谷を行くときも、わたしは災いを恐れない。あなたがわたしと共にいてくださる。

あなたの鞭、あなたの杖、それがわたしを力づける。 

わたしを苦しめる者を前にしても、あなたはわたしに食卓を整えてくださる。わたしの頭

に香油を注ぎ、わたしの杯を溢れさせてくださる。 

命のある限り、恵みと慈しみはいつもわたしを追う。主の家にわたしは帰り、生涯、そこ

にとどまるであろう。」 

                                   祈りつつ、後藤田遊子 

 

三好先生の思い出 

                             井上 恵子 

 

私が言語政策研究会に入るきっかけになりましたのは、数年前の JACET の大会だったと

思います。JACET の研究発表は、授業の実践研究と英語の教授法という比較的狭いトピッ

クが多かったと思います。その中で、言語政策研究会の発表は、言語をもっと広い視野か
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ら考察するという内容でとても新鮮でした。それまでは政治的なことには関心がなく、少

し敷居が高いかなと思いつつも、当時幹事でいらした三好先生に研究会に参加したいと

E-mail を出しました。すぐお返事を下さり、次の会合の日時を知らせてくださいました。 

 

最初の会合の日は、台風が来ていて雨風が強く、駅までのバスも止まっている状態で、

仕方なく、急遽、出席出来ないことを三好先生にメールしました。数日後、三好先生から

研究会の会員全員へのメールが届きました。「嵐にもかかわらず数名の方が集まりました。」

と知らせて下さったのを覚えています。そのときは、他の会員の方々がとても熱心でいら

っしゃるのに感心したのと、三好先生のきめ細かく丁寧なメールにびっくりしました。 

 

その後、数回読書会に出席させていただきましたが、読書会の論文の内容がとても難

しく、正直言って、ついていけないからやめようかなと思っておりました。ところが、ち

ょうど年末だったと思いますが、三好先生からアメリカの言語事情の章を担当したらどう

ですかといわれました。アメリカでＥＳＬの教師などをしながら十年くらい過ごしました

が、どのように発表をまとめたらよいか自信がありませんでした。一週間くらい私の担当

の章の論文の難しい英語と格闘しておりました。それから数日後、三好先生から、アメリ

カの言語事情関連の資料が大きな茶色の封筒に入って届きました。日本語の資料や英語の

資料、地図といった色々な資料が入っていて感激しました。なるほど、このように関連の

資料を集めればいいのかと、三好先生から色々教えて頂いた気が致しました。読書会の当

日は三好先生のおかげでどうやら乗り切ることが出来ました。 

 

それからは、専門知識が不足していますので、勉強しなければならないことだらけだ

ったのですが、他のメンバーの方々と三好先生の面倒見の良さに支えられて今日まで言語

政策研究会を続けてくることが出来ました。三好先生が亡くなられた事は本当に突然のこ

とでびっくり致しましたが、先生のご冥福をお祈りしたいと思います。 

 

 

お世話になりました 

P.バックハウス（早稲田大学） 

 

２００２年後半のある日、私は研究室に入ってびっくりしました。机に、読むべきで

まだ読んでいない本の高い山の上に、見たことのない本が一冊置いてありました。題は『日

本の地方自治体における言語サービスに関する研究』でした。その本は、どうやって日本

から8000キロも離れたドイツのこの町のこの大学のこの研究室のこの机の上に届いて来た

かは、今でも詳しくは分かりませんが、日本の多言語社会について博士論文を書き始めた

ばかりの私には、机にたまっていたその他の本たちとは比較にならないくらい役に立ちそ
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うに見えました。 

 

さっそく読み始めると、確かに興味深い内容だと確認できました。この本、誰が書い

たのでしょう。不思議なことに、表紙を見ても、奥付を見ても、著者がないようです。そ

の代わりに、発行者があり、それは、「大学英語教育学会言語政策研究会」という、聞いた

ことのない会です。その下に書いてある研究代表者の名前は、「三好重仁」です。 

 

メールアドレスも書いてあり、そちらに連絡して事情を説明したら、早速お返事が来

ました。日本に来る機会があれば、是非わが会の読書会にもよってくださいという、大変

親切なお返事で、当時は大きな励みになりました。 

 

数ヵ月後、2003 年の春に、実際に同読書会に参加することができ、それが三好先生と

の初対面になりました。何もわからない私を暖かく受け入れてくださり、今でも大変感謝

しております。 

 

2004 年の春に、いよいよ博士論文をほぼ書き終えて、いったんドイツへ帰る直前の週

に、２つのところで発表することになりました。１つ目は立川へ移設したばかりの国立国

語研究所で、もう１つは当時はまだ市ヶ谷にあったドイツ日本研究所です。発表の中身は

ほぼ同じで、唯一の違いは、前者が日本語で、後者は英語で発表することでした。聞き手

は、言うまでもなく、２つの研究所の関係者以外、殆ど来ていませんでした。 

 

例外は、三好先生でした。先生はいつものご多忙の中、両方の発表にも来てください

ました。発表の後にもいろいろご助言をしていただき、関連資料までもわざわざ持ってき

てくださいました。振り返って見ると、それは三好先生らしい熱心さでした。 

 

初対面と 2 つの発表も含めて、実際にお会いしたのは数回しかないと思いますが、深

く長くお世話になりましたように感じられます。三好先生に心から感謝しております。本

当にどうもありがとうございました。 

 

三好先生を偲んで 

                          東洋学園大学 長谷川 瑞穂 

 

 三好先生が突然私達の前から姿を消されたのは本当に悲しい出来事でした。お通夜は神

式で行われましたが、あのにこやかな笑顔の写真、そして言語学者としての一生の紹介な

ど大変厳かなものでした。 

大学英語学会の研究企画委員、そして法人化の後は社員として２０年あまりご一緒し、
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さまざまな思い出があります。研究活動の一環である月例研究会ではお互いに委員長を務

めさせていただきましたが、長い間月例研究会を東京電機大学で行っていたのも勿論全面

的に三好先生のおかげです。いつも、一生懸命で、皆のことを思いやる本当に誠実な方で

した。 

また、とても心のきれいな方でしたので、いつごろからか、言語と人間、言語と人権、

言語と貧困などの問題をお考えになるようになり、大学英語教育学会の中に「言語政策研

究会」を一緒に創設いたしました。三好先生はここでも研究会に東京電機大学を提供して

下さり、いつも研究会の中心的な存在でした。研究会を休みがちだった私にしばしば封書

で資料他を送って下さいました。あの大きな封筒にマジックでお書きになった文字を感謝 

の念で見直すと同時に、もう２度と送ってもらえない寂しさがこみ上げて参ります。 

 最後にお会いしたのは４月の研究会でしたが、３月の社員総会の帰り、ご一緒し、６０

歳におなりになったこと、本務校で外国語系列の主任におなりになったことなどをお聞き

しました。虫の知らせか、私は彼に「６０歳になったのだから、絶対に無理をしては駄目 

ですよ」とお姉さんぶったことを申しました。 

 まだまだ、ご一緒にいろいろやりたかったし、また奥様とゆっくりした生活を楽しんで 

頂きたかったと思いますが、しかたがありません。せめて三好先生の分まで皆で頑張って 

良い研究会にしていきたいと思います。 

 三好先生、長い間いろいろと有難うございました。そして本当にご苦労さまでした。 

安らかにお眠り下さい。 合掌！ 

 

 

三好先生の思い出 

田嶋ティナ宏子（白百合女子大学） 

 

 三好先生のお具合が悪いというのは、聞き及んでおりました。私はここ数年さまざまな

病気になり、研究会もすっかりご無沙汰しております。三好先生には、最初に体調を崩し

て入院した時にメールでご連絡し、研究会には当分伺えないことをお伝えしましたが、「メ

ールででもいいからつながりがあった方が早く治りますから」とおっしゃっていただき、

毎月月例会のお知らせをお送りいただきました。「研究会には伺えそうもありませんが、ど

うしても読みたい」とメールをお送りすると、早速コピーを送ってくださいました。そこ

には必ず、「早く元気な声を聞かせてください」とメモが添えてありました。 

 三好先生とは、日本「アジア英語」学会が設立された時に同時に理事に選出され、いっ

しょにお仕事をさせていただきました。当時は、あまりメールをご覧にならなかった（ご

本人談）ので、事務局長をしておりました私はご自宅にファックスをお送りしたり、お電

話申し上げたりいたしました。そのうち、「ティナ先生、言語政策には興味ありませんか？」

とお声をかけていただきました。大変ありがたかったです。 
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 いつもにこにこしてらして、夏休みや春休みを利用しては「僕は急に思い立って出かけ

ちゃうんですよ」とおっしゃって、「ふらっと」旅に出かけていらっしゃいました。そのお

みやげ話をうかがうのも楽しみでした。 

 「やっと良くなったので、今度の研究会には行きます」と申し上げては、次々と病気に

なり、手術を繰り返しているうちに、数年経ってしまいました。すでに 6 回の手術をし、

これで体調が戻ったら必ず研究会に出席しようと思った矢先、今回の訃報が届き、そのメ

ールを読んだ時には涙が止まりませんでした。私自身の経験から、人は病気になったりし

て弱くなると、本当に「やさしい人」は誰なのかが分かるようになることを学びました。

三好先生は、その「やさしい人」の一人でした。日本「アジア英語」学会の理事を数年い

っしょにやらせていただき、言語政策研究会でもすっかりお世話になったにもかかわらず、

ちょうど手術を受けなくてはならないことになっていたので、告別式にも伺うことができ

なかったことは心残りでなりません。 

 三好先生、本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。先生の暖かいま

なざしがゆれる日焼けしたお顔と笑顔は一生忘れません。どうぞこれからも見守っていて

くださいますようお願いいたします。 

 

 

三好先生との思い出 

近藤 功（韓国ナザレ大学） 

 

 もう５年前になるでしょうか。東京電機大の勉強会に顔を出すようになってから。その

頃、まだ私は（中年の）大学院生で、修士論文を書いている頃でした。田中先生から「言

語政策の勉強会というのがあるからよかったら出てみたら？」と言われて、どんな集まり

なのか一度顔を出そうと思っていたところ、もう既に大学院の予備校時代の先生が会に参

加しているではありませんか。 

そんな勉強会に親しみをもちながらも、「こんな大学院生なんか全然相手にされないだろ

うな」と思いつつ、最初に参加させていただいたときに、窓口になっていただいたのが、

三好先生でした。こちらは貧乏な大学院生だったのですが、そんな私でも歓迎してくれま

した。三好先生はテキストを人数分コピーされ、教室はメンバーが集まる前にきちんと机

と椅子を並べ替えておられ準備万端でした。 

 以前、こんな話がありました。教室を借りる予定だった電機大の学生が、我々がいるメ

ンバーの教室に入ってきて「本当はこの教室は我々が使うはずだったんだけどなー」と嫌

味を言って教室を出ていきました。三好先生は悲しそうに「最近は教師より学生の方が偉

いから」と寂しそうに語りました。教室を予約するにも学生にも気を遣わなくてはならな

いのかと思い、三好先生には大変申し訳なく感じられたシーンでした。 

 三好先生との一番の思い出は、２年前に先生からあるメールが届いたことです。内容は、



24 

 

ご自分の同級生がまだ独身で、三好先生がその同級生に内緒でお嫁さんを探しているとか。

その同級生の方は農業を営んでおられるが、なかなかお嫁さんが来ないので、誰かいい人

がいないかとのメールでした。私が日本人男性と外国人女性との結婚を研究していたのを

三好先生はご存知で、いつも三好先生にはお世話になっているので、この機会に少しは三

好先生のためにと思ったのですが、やはり難しかったのです。 

 知り合いの中国人女性に（その女性は日本人男性と結婚をしていた経歴を持つ）「今、60

歳くらいの農業をやっている人がいるんだけど、誰か中国人女性でいい人はいない？」と

聞いてみたところ、その女性は「ああ、難しいねー」と一言。その女性もその後離婚をし

たようで、今は一人暮らしをしている様子。改めて国際結婚の難しさを感じるとともに、

三好先生には大変お世話になっておきながら、いざという時に、何も役に立たない自分を

責めています。 

 そんなエピソードを思い出すと、三好先生は、ご自分のことだけではなく、いつも他の

人のことまで考えておられることがよくわかります。この世の中自分のことばかり考えて

いる人が多いようですが、三好先生のことを思い出すたびに「滅私奉公」という言葉が思

い浮かびます。 

三好先生は何も愚痴も言わず、黙々と会の皆様のために準備をされておられる姿を私は

数年間拝見していました。そんな先生も去年でしたか、いつも愚痴を言わない方が「ちょ

っとみんなの分をコピーするのが辛くなってきたので、今後はご自分でテキストを買って

ください」と言われました。何冊もの本を抱えるのも辛そうで、私もそのテキストを運ぶ

のを手伝ったことがありましたが、体の具合は悪そうでした。こんなことなら、無理やり

でも三好先生を自分の知っている東洋医学の名医にお連れして、治療を受けていただきた

かったと後悔しています。 

海外旅行のお好きだった三好先生と一緒に旅行に行きたかったのですが、亡くなられて

はそれも叶いません。後悔ばかりですが、しかし何事も前向きな先生のことをいつも思い

出し、今後の自分の人生に生かしていきたいと思います。三好先生どうもありがとうござ

いました。そして、さようなら。 

 

 

三好先生との出会い 

岡崎享
たか

恭
ゆき

 

 

2009年 1月 24日、JACET 言語政策研究会の読書会に、初めて参加させていただきました。

突然の参加であったにも関わらず、三好先生は、笑顔で暖かく迎え入れてくれました。初

対面の若輩者の私に、敬意を持って優しく接していただいたことを覚えています。その直

後に京都に移り、読書会には参加できていません。毎月三好先生から頂くメールの中で、

三好先生や言語政策研究会の皆さんがどうなさっているのかを想像しているだけでした。
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三好先生のご好意に甘え、危機言語の学会に参加された際の、学会当日の音声 CDR と資料

を送っていただいたこともあります。結局私は、三好先生と一度しかお会いすることはで

きませんでした。読書会に参加したい、お会いして感謝の言葉を伝えたいと思っていたの

ですが、本当に残念です。ただお会いできたことを光栄に思い、三好先生のように暖かい

教育と熱心な研究に励みたいと思います。 

 

 

三好先生、秋田に来たる 

榎木薗鉄也（中京大学） 

 

○三好先生との出会い 

 三好先生と初めてお会いしたのは、1997 年の 1 月だったと思います。それはある学会の

設立発起人の会合で、当時、私は若干 30 歳過ぎの高専教員、三好先生はちょうど現在の私

の年配でした。当時の私にとって三好先生は雲の上の存在でしたので、親しくお話しする

こともできなかったのですが、私が秋田県の大学に移ってから、河原先生の紹介で言語政

策研究会に出入りするようになり、第二研究会（読書会後の懇親会）などで、少しずつお

話しするようになりました。それに、週末にも大学に行って猛烈に仕事をしたり、普段着

のまま海外にふらりと出掛けられたりと、三好先生と私には妙な共通点があったので、私

は三好先生に対して一方的な親近感を抱いておりました。それにしても、外国にふらりと

出掛けて、何食わぬ顔でふらりと帰ってくる、いかにもタフな三好先生が急逝されたのは、

いまも、信じられません。 

 

○三好先生、秋田に来る 

 三好先生が「秋田の国際教養大学を見学したいのでアレンジをお願いしたい」と連絡し

てこられたのは 2005 年の春ごろだったと思います。三好先生が秋田に来られた当日、秋田

駅へ車でお迎えに行くと、普段着の三好先生が飄然と立っておられました。研究熱心で三

好先生は、秋田県内のできるだ多くの大学を見たいと仰り、私は秋田県立大学秋田キャン

パス、秋田大学、国際教養大学、秋田県立大学本荘キャンパスの順でご案内しました。好

奇心旺盛な三好先生は、国際教養大学の図書館でいろいろな本を手にとって見られたり、

食堂で学生に話しかけたり、積極的に動いておられました。それを見て、「三好先生は世界

のどこに行かれても、あのように誰とでもお話しをされ、精力的に行動されるのだろうな

あ」と私は考えました。 

 県内の大学をご案内した後、三好先生を海辺の温泉へご案内しました。温泉での三好先

生は、飄然と地元の人たちに溶け込まれ、あたかも毎日その温泉へ来ているかのような表

情で悠然と露天風呂に入っておられました。一見、年齢不詳の三好先生は、私のようなメ

タボリックな体型ではなく筋骨たくましく、御髪も黒く豊かで、温泉に入っているお姿は、
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私よりもずっとお若く見えました。それにしても、海岸に面した露天風呂から三好先生と

一緒に見た、夕日で赤くなった日本海の美しさは、いまも私の目に浮びます。 

 温泉の後には、私が当時住んでいた教員住宅の近くの食堂へお連れしました。秋田名物

の比内地鶏スープのきりたんぽを肴にお酒を飲みながら、三好先生とお話をしましたが、

話題はやはり研究についてでした。特に、ご勤務校の東京電機大学では、60 歳以降は定年

の 70歳までは授業以外の雑務から解放されて研究三昧になれると楽しみにしておられたの

が印象に残っています。その後、私の自宅近くのジャスコで地物の魚の刺身を買い、私の

３LDK の侘び住まいへ来ていただきました。私の自宅でも、引き続きお酒を飲みながら、

やはり研究のお話をしました。私のような若輩者の言うことも謙虚に好奇心いっぱいで聞

いておられた三好先生のお姿を想い浮かべるにつれ、私も三好先生のように生涯一学徒の

心を持ち続けたいと思う次第です。 

 翌朝、三好先生は早くお目ざめになり、昨晩ジャスコで買ったトーストとジャムの朝食

を取られました。察するに、ご自宅におられる時も、毎朝トーストとジャムを召し上がっ

ておられたのでしょう。朝食後、花火で有名な大曲駅まで車でお送りしましたが、三好先

生は何事もなかったかのように、飄然と、駅の中へ入っていかれました。帰宅後、妙に寂

しくなって三好先生に泊まっていただいた部屋へ行くと、三好先生に使っていただいたお

客様用の布団がきれいに畳んであり、三好先生の誠実で几帳面なお人柄を再認識いたしま

した。 

 その後、研究会へ参加した折、秋田でご一緒した時のお礼にと、寒川町のご自宅へ誘っ

ていただきましたが、多忙であったのと遠慮もあってお断りしてしまったことを、いま、

少し悔いています。三好先生のご自宅を訪問できたら、真面目で研究が大好きな三好先生

の別の面が垣間見れたと思います。それに、なによりも、書斎を拝見したかったです。 

 

○言語政策研究会と三好先生 

 三好先生と一緒に研究をしたこと、三好先生から学ばせていただいたこと、三好先生と

お食事をしたことなど、すべてが想い出になってしまいました。でも、三好先生が滅私奉

公の精神で支えてこられた言語政策研究会は今後も続いてゆきます。これからも研究会に

出れば、松原先生がにこやかに過激なことを語られ、山本先生が無尽蔵の知識で談論風発、

河原先生が「まあ、あのう、そのう．．．」と百科全書的解説をされるでしょう。そういう光

景を見れば、その横で頷きながら静かにたたずんでおられる三好先生のお姿を思い浮かべ

ることができると思います。地味ですが渋くて少し過激なこの研究会が続く限り、三好先

生は私たちの心の中で永遠に生き続けるでしょう。 
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三好先生の思い出 

杉野俊子 

 

 三好先生に初めてお目にかかったのは、もう１０年以上前の日本アジア英語学会の第１

回全国大会の時だったように思います。その後、大学英語教育学会、日本言語政策学会

（JALP）、日本アジア英語学会のほか、「えっ、こんなところにも」と思われるような月例

研究会などにも神出鬼没のごとく現われていらっしゃる先生をお見かけしました。三好先

生はどんな時にも、ノートをとりながら熱心に聴講され、質問も熱心にされていたのは周

知の通りです。 

私は、いろんなところで先生にお目にかかっているのもかかわらず、ゆっくりお話する

こともなくいつも簡単な挨拶だけに終わっていました。ところが、ある日最寄り駅から東

海道線に乗ったところ、同じ車両で三好先生をお見かけしました。横浜までの２０分ほど、

あれこれとお話したのは覚えているのですが、年齢のなせる業か、内容をほとんど覚えて

いないのが今となってみれば残念です。そうこうしているうちに私自身の仕事も忙しくな

り、ますますご挨拶だけの日々でしたが、JACET の言語政策研究会の話は聞いておりまし

たので、いつか参加したいと思っておりました。 

 昨年末でしょうか、早稲田大学での月例研究の際に、「JACET の読書会に参加したいの

ですが、宜しいでしょうか」とお伺いしたところ、三好先生はいつもの温かい口調で「４

月から新しい本を始めますから、その時にいらっしゃってください。その時にメールを差

し上げます」とのことでした。その時に偶然、帰りのバスが一緒になって、また少しお話

が出来ました。「先生はいつもあちこち学会に行っていらして、お休みはとらないのです

か。」と聞きましたところ、「土・日もほとんど学校に行ってるんです。」というお答えでし

たので、失礼ながら、「趣味はおありになるのですか。」と聞きましたところ、「旅行と写真

が趣味です」と大変嬉しそうに答えられていたのが印象的でした。 

 ４月からの読書会（実際は５月の例会から）に備えて、メールや担当章のコピーを迅速

に送ってくださったり、無理にお願いした私のアンケートにも快くお答えくださったりと、

本当に恐縮の至りでした。５月の例会は、「Language and Poverty」ということで、内容が

大変興味深い上、「主任になってしまって、忙しくてたまらない。」とおっしゃりながらも、

先生はご自分の担当章の説明をしっかりなされていました。私は内心、「担当になったらこ

んなにきちんと読みこなしていないといけないのか。いい加減にはできないな。」と思った

ほどです。それが三好先生との最初の読書会で、そして最後の読書会になろうとは夢にも

思っておりませんでした。 

 ６月１９日－２０日と大阪で言語政策学会の大会があったのですが、なんだか三好先生

が皆さんに混じって、パネリストたちの発表を熱心に聞いているようにさえ感じました。

大変ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。どうぞ安らかにお休みください。

あ、先生のことですから、きっと天国中を駆け回って、あっちの天使会、こっちの天使会
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にお顔をだされているかもしれませんね。それでも少し休養なさってください。 

 

 

三好重仁先生の思い出 

 

                               薬師京子（目白大学） 

 「仁」とは「いつくしみ、思いやり」。 

三好先生は誠に「仁」重きお方でいらっしゃることを、皆様方の追悼文を拝読して感じ

させていただいております。私が言語政策研究会に初めて参加させていただいたのは、 

２００９年１０月、発表の担当が１２月、そして最後に三好先生にお目にかかりましたの

は、１月２３日です。どの場面を思い出しても、先生の柔和な笑顔と研究会の教室全体の

あたたかさが印象に残っております。何時、どなたが来室されても、三好先生は等しく、

やさしい思いやりの心でお迎えくださっていたと存じます。短いご縁ではございましたが、

心から感謝申しあげます。ありがとうございました。  

 残された者たちは、神様のお迎えは突然で早すぎる・・・との思いでいっぱいです。で

も、三好先生は、今は何ごとにも煩わされることなく、充実した幸せな時間を過ごしてお

られることと信じております。ご冥福をお祈りいたします。 

 

 

三好先生の思い出 

江田優子（青山学院女子短期大学） 

 

 7 年ほど前、私は自分の研究を続けていくための勉強の場を探していました。私の研究フ

ィールドはシンガポールの言語政策および英語教育ですが、シンガポールのみに絞った研

究会というものはなかなか見つけ出すことができず、どうしたものかと考えあぐねていま

した。 

研究会探しの別の選択肢の一つとして思いついたのが言語政策に関連した学会または研

究会で、当時、Web で時折検索をしていました。そして辿り着いたのが「言語政策研究会」

のページです。そのサイトで三好先生のお名前に初めて巡り会ったのでした。しかし、早

速ブックマークはしたものの、なかなか参加するタイミングをつかめずに 1 年ほどの月日

が経ちました。 

その後、思いがけなく河原先生にお会いする機会に恵まれました。河原先生は、『多言語

社会がやってきた』（くろしお出版）というタイトルの本を編者として出版された直後で、

2004 年 7 月に電気通信大学で開催された日本アジア英語学会でシンポジウムをなさいまし

た。終了後にお話をさせていただくうち、河原先生から「言語政策研究会」への参加を勧

めていただき、思い切って読書会へ参加することを決意しました。 
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 初めて三好先生にお会いしたのはその年の秋の読書会でした。三好先生は、つぶらな瞳

ときりりと締まった口元のお顔、知的で物静かなオーラが漂った方という第一印象でした。 

その月の読書会には 12、3 人の先生方が参加されていましたが、私が初参加だということ

で、皆さんの自己紹介を促してくださり、また、私の経歴や研究対象なども詳しく聞いて

くださいました。初参加ながらとても和やかで雰囲気の良い研究会であることを知り、毎

月の例会が楽しみになりました。 

 三好先生は、読書会ではいつも皆の話を熱心に聞くという姿勢を貫いていらっしゃいま

した。討論が横道に逸れると、さりげなく軌道修正をされていたこともあります。また、

資料の準備と発送、学会などの情報の提供、会場の予約など、ほとんどすべての雑用を一

手にひきうけてくださっていました。代表という役割だけではなく縁の下の力持ち的な存

在で、会員の誰もが三好先生に対し尊敬と感謝の気持ちを持っていたのは間違いありませ

ん。 

 私が「言語政策研究会」に定期的に通うようになった翌年、三好先生を中心として、私

を含めた数名の先生方で JACET 全国大会での発表が企画されたことがありましたが、残念

ながらその企画は採用されませんでした。2009 年 9 月に行われた札幌での JACET 第 48

回全国大会では、三好先生を始め「言語政策研究会」の有志がパネルとして参加すること

になり、その折には私も一員として加えていただきました。発表前日には時計台前で集合

して記念撮影をしたあと、北海の美味とお酒を囲んで懇親会が開催されましたが、今では

三好先生をめぐる懐かしい思い出の一こまになっています。また、このパネル活動により、

「言語政策研究会」に新たな会員を増やすことができたのは大きな収穫でした。 

 三好先生は、毎年夏には研究調査目的の旅行をされていましたが、その後の読書会では

必ずきっちりした旅行のご報告があり、よくおみやげの絵葉書をいただいたものです。奥

様とご一緒にカナダを訪問された時のご報告が、いつにも増して楽しそうなご様子だった

のが懐かしく思い出されます。 

 三好先生は、研究活動は幅広く精力的に行われていましたが、表情は常に穏やかで、ス

トイックなイメージのお方でした。誠実そうなご様子で佇んでいらっしゃる先生の面影が

今でも私の記憶の中からよみがえってきます。皆に惜しまれながら去って行かれた三好先

生のご冥福を心からお祈りいたします。 

 

 

三好先生のお人柄 

波多野一真（ニューヨーク州立大学バッファロー校 院生） 

 

 私が三好先生と始めてお会いしたのは2009年11月の月例読書会の折でした。言語政策研

究会への参加メールをお送りしたのが、ちょうど三好先生がカンボジア小旅行から帰って

こられてすぐのことで、おそらく大変お疲れであったろうにもかかわらず、すぐにご対応
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いただいたことを鮮明に覚えております。読書資料もすぐに送ってくださり、先生のきめ

細やかさを感じた瞬間でもありました。 

 私は、学部も大学院もアメリカの大学でしたので、日本の研究会等がどのようなものか

を体験的に知ることが出来ませんでした。2009年に帰国した折、研究対象である言語政策

に関する研究会に参加したいと思い、行き当たったのがJACET言語政策研究会でした。しか

し、参加自体に対して、未経験から来るちょっとした不安がありました。「いったいどんな

先生たちがいらっしゃるのだろうか？」「頑固な先生ばかりでなければいいな～」と、三好

先生に笑われてしまうような、根拠のない不安があったのです。しかし、そんな不安を一

掃してしまうような三好先生のお人柄に触れ、初めてにもかかわらず、楽しくお話しする

ことが出来ました。三好先生は、私にとって、いわば、日本の研究者サークルへの窓口で

した。私たちは、窓口になる人の態度によって、その入ろうとしている団体なり組織なり

の性格を判断していることが多いのではないかと思います。三好先生のお人柄のおかげで、

言語政策研究会がどのような集まりなのかを察することが出来き、参加を続けていきたい

と思うことが出来ました。 

 このようなお人柄の三好先生と、共に過ごす期間があまりにも短かったのが残念でなり

ませんが、逆に、短時間でもお会いできたことを大変うれしく思います。短時間の出会い

で、三好先生のお人柄を語ることは、あまりにもおこがましいことではございますが、こ

うして追悼文集を書いて三好先生を偲ぼう、恩返しをしていこうとされる周りの皆様の積

極的な態度を見るにつけ、三好先生の生前の人望の厚さ、お人柄を拝せずにはおられませ

ん。 

 三好先生、短時間ではございましたが、いろいろとありがとうございました。 

 

 

三好先生の思い出 

佐竹 由帆（青山学院大学非常勤講師） 

 

 三好先生とのご縁は一年ほどの短いものでしたが、あたたかいお人柄と笑顔が偲ばれま

す。二〇〇九年春に言語政策研究会に参加させていただくためご連絡した際に、対応して

くださったのが三好先生でした。自宅にお電話いただき、私が研究会用に購入した本が既

に読み終えた本だったことがわかると、研究会の期日まであと数日だったのにもかかわら

ず、当日読む箇所のコピーを送ってくださいました。ご親切が身に沁み、誰も知っている

人のいない研究会に参加することに対して感じていた緊張がやわらいだことをおぼえてい

ます。当日は笑顔で迎えていただき、会の雰囲気は新参者にもなじみやすい、打ち解けた

ものでした。人見知りする私にはめずらしく、初参加にもかかわらず研究会後の食事会に

も参加して、楽しい時間を過ごさせていただきました。 

 研究会ではいつもかなりの量の資料を印刷して配布してくださり、ありがたく読ませて
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いただいていました。ご好意に甘えてばかりでしたが、ご多忙のなか大変な手間だったの

では、と今さらながらそのご苦労を推察いたします。ぎっしりと資料の詰まった袋を手に、

少し遅れて現れる三好先生の姿が思い出されます。 

 食事会では笑顔で様々な話題でお話になり、うかがっていてとても楽しかったです。旅

行の話、ご家族の話、ピアノの話など興味深いお話ばかりでしたが、ある日なぜか先生が

渡辺淳一について熱く語り、とても盛り上がったことが印象に残っています。先生はいつ

もサービス精神旺盛で、楽しい時間を過ごさせていただきました。 

 短いご縁でしたが、三好先生の分け隔てのないあたたかい態度と笑顔は、感謝の念とと

もに心に刻み込まれています。見ず知らずの者に向けてくださった優しさを忘れることは

できません。先生に倣い、私も一人の教育者として、他者にそのようなまなざしを向けら

れるようになりたいと思います。心よりご冥福をお祈りいたします。 

  

２０１０年７月１７日 

 

 

三好先生の思い出 

田中 富士美（東洋英和女学院大学） 

 

田中富士美先生  ｃｃ：松原先生、河原先生 

 

ご連絡ありがとうございました。 

次回会合予定は 2 月 13 日（土）午後 4－6 時です。 

場所は東京電機大学神田キャンパス本館 3 階 301 教室です。 

最寄駅は東京メトロ新宿線小川町駅、丸ノ内線淡路町駅、千代田線新御茶ノ水駅 

出口はいずれも B７です。 

詳細は東京電機大学 HP をご確認ください。 

次回読書会用テキストを郵送しますので、郵送先お知らせください。 

ご勤務先、ご自宅のいずれでも構いません。 

 

三好重仁 

JACET 関東支部言語政策研究会事務局 

 

私は日本「アジア英語」学会で、三好先生のお名前を存じ上げておりましたが、なかな

かお会いすることはできずにおりました。自身の専門は「国際英語論」ですが「言語政策

研究」とは密接につながっています。勉強会に手が届くことはないものかと、今年の真冬

のある日 JACET のウェブサイトの「研究会」部分をみておりましたら「言語政策研究会」
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を目にしまして、さらに研究会 HP にとぶことができるようになっていて見てみると、お

名前を存じ上げている先生方がズラリとならんでいらしたので、すぐにと思いまして、松

原先生にメールを差し上げました。 

松原先生のご返信とほぼ同じタイミングで、上記のメールが、そしてすぐ翌日に

Language and Poverty の次回から数回分の講読範囲のコピーが、三好先生より送られてま

いりました。その迅速さには本当に驚きました。2 月は研究の関係で出席することはかない

ませんでしたが、新年度 4 月 10 日の研究会より出席させていただきました。 

その回は Ch. 6 Where in the World is US Spanish? Creating a Space of Opportunity 

for US Latinos を三好先生がご担当される回でした。私はその頃たまたま興味をもって米

国のヒスパニック問題にふれていて、4 月の初頭にニューヨークに行ってヒスパニック人口

の多い区域などを訪ねたばかりで、多少の資料や US Census からの数字などを三好先生に

ファイルでお送りいたしました。 

研究会当日、多少緊張しながら東京電機大の 301 教室を訪ねましたら三好先生は満面の

笑顔でお迎えくださいました。直接お伝えすることはできませんでしたが、温かくお迎え

くださったことに、とても感謝いたしました。手には紙袋一杯の資料。ご多忙のご様子で

したが、研究会の講読範囲を全訳され、皆さまの資料もおつくりになり、米国の対スペイ

ン語政策、米国内のスペイン語の地位を深く掘り下げる研究会でした。 

注文してあった Language and Poverty の書籍が手元に届き、更に読み始めた頃、 

三好先生の訃報にふれました。 

三好先生がお選びになった Language and Poverty を読み考えること、「言語と貧困」に

ついて研究会の皆さまと追究していくこと、三好先生どうか天より見守りください。先の

メールから始まり 5 月までに先生がお送りくださった沢山の研究会関連のメールは大切に

保存させていただきます。本当にありがとうございました。 

 

 

三好先生の思い出 

                            中 尾 正 史 

 

 三好先生と初めてお会いしたのは、JACET 月例研究会で、1989 年のことだったと思う。

東京電機大学に移籍なさる前で、東京国際大学にお勤めだったと記憶している。そのころ

の私は博士前期課程を修了したものの、将来どうするか考えあぐね、博士後期課程の受験

をしないで、新宿区の私立女子高校の非常勤講師をしていた。JACET の活動内容に興味を

もち、当時、神楽坂の研究社ビルの地下で開催されていた月例研究会にはほぼ毎回のよう

に参加していた。三好先生は月例研究委員会の委員だった。 

1990 年に博士後期課程進学と麻布大学などの非常勤講師職が決まり、「大学で教えるのな

ら」と、JACET 月例研究委員会の先生がたから「準委員」を依頼された。そのころから三
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好先生に親しくお付き合いいただくこととなった。三好先生から、お会いするたびに「中

尾先生、いつもありがとうございます」と、ていねいなお言葉をいただき、恐縮すると同

時に、大学院生に対しても分け隔てなく言葉をかけてくださるお人柄に強く魅かれた。 

1992 年に専任職に就いて、JACET 研究企画委員として正式に月例研究委員会に所属し

た。その数年後、三好先生が委員長、私が副委員長として、委員会を運営できたことは望

外の幸せであった。 

 1997 年ごろ、三好先生から電話で連絡があった。内容は、田中慎也先生や長谷川瑞穂先

生と「JACET 言語政策研究会」を立ち上げるので、参加してもらえないかというものであ

った。「ぜひ参加させてください」と即答した。当時、多言語主義やアメリカの英語公用語

化運動に興味を持ち始め、雑談のときにお話ししたことを覚えていてくださっていた。 

 研究会の最初は細々としたものであった。岡戸浩子先生、河原俊昭先生、松原好次先生、

山本忠行先生などのそうそうたる先生がたがご参加になるまでは、小さな研究会だった。

北海道大学の浪田先生も会員ではあったが、遠方にお住まいのため、お越しになることは

なかった。 

 一度、わたしがレポート担当のとき、田中先生も長谷川先生もご校務でご欠席というこ

とがあった。三好先生と私のふたりなら、何か研究に関しての話でもして、レポートは次

回にしてもいいかと考えた。しかし、三好先生は当然のように「では始めましょう」とお

っしゃり、先生の研究室で研究会が始まった。その日の研究会のことは今でも鮮明に記憶

している。わたしがうまく説明できなかった箇所をていねいに解説してくださった。また、

いっしょに考えてくださった。その光景はまるで、指導教授と大学院生の関係のようだっ

た。満足して帰宅したが、次回に回してもいいだろうと安易に考えた自分を恥じた。 

 

 

ありがとうございました 

樋口謙一郎（椙山女学園大学） 

 

三好重仁先生に初めてお目にかかったのは、2001 年秋のことと記憶しております。当時、

私は、韓国現代史のなかの言語政策というテーマに漠たる関心を持ち始めたばかりの大学

院生で、それまでは政治学を学んでいたということもあり、言語政策をどのように勉強す

ればよいのかもわからない状態でした。 

そのような折に、ある学会で河原俊昭先生に出会い、ご紹介いただいたのが言語政策研

究会でした。 

初めて東京電機大学に赴いたのは、たしか 10 月か 11 月の雨の日でした。そこで出会っ

た三好先生は、淡々と、しかし信念のこもった口調で、この研究会の存立の経緯や仕組み

についてお話しくださり、その場で読書会テキストのコピーを大量にくださったのです。

そして研究会が始まると、そこでの議論は大変新鮮かつ高度なもので、それでいながら誰
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も威張ったり卑下したりしない、とても真摯なものでした。 

今でこそ白状できますが、研究会の終了後、私は感銘を受けたというよりは、圧倒され

たような感覚でした。でも、帰り際に三好先生が「樋口さん、また来てね」と、優しく、

とてもポジティブなトーンでお声をかけてくださり、私はこの研究会にぜひまた寄せてい

ただこうという思いを強くしたのです。 

私は当時、社会人として在職しながら大学院で学ぶ生活をしていたこともあり、電機大

学は私が所属していた早稲田大学からほど近くのところにあるにもかかわらず、なかなか

研究会に出席できない時期もありました。けれども三好先生は、毎回の研究会資料を郵送

してくださり、学会などでお目にかかれば、そのたびに「樋口さん、時間ができたらまた

研究会に来てね」と、いつもの、あのトーンでお声がけくださいました。そして、実際に

私が研究会に出向くと、必ず近況を尋ねてくださった── これらの諸々が一介の大学院生

にとってありがたくないはずはなく、私にとって大きな励みとなってきました。 

大学院を終えてしばらく後、私は名古屋の大学に赴任することになり、研究会に出席す

る機会はさらに少なくなりました。けれども、自分の専門分野として「言語政策」に言及

するとき、今でも三好先生と初めてお会いした雨の日の場面が脳裏に浮かびます。そして

「樋口さん、また来てね」という、あの掛け替えのない趣きの声が聞こえてくるのです。 

仰げば尊し わが師の恩 今こそわかれめ いざさらば。 

三好先生、ありがとうございました。 

 

 

三好先生、ありがとうございました 

斉藤章明（くろしお出版） 

 

  私が三好先生に初めてお目にかかったのは、6 年前のことです。それは、『多言語社会

がやってきた』という本の担当になったことがきっかけでした。この本は、一般にはなじ

みが薄いものの、これから重要になっていくであろう「言語政策」についてのポイントを、

107 項目の Q＆A にまとめたもので、河原俊昭先生、山本忠行先生を中心に、言語政策研究

会のみなさんが執筆されたものです。三好先生は、以下の 6 項目をご担当くださいました。 

 

・ Q54 ソビエト連邦崩壊後の東欧・中欧における外国語学習状況はどのようになっていま

すか？ EU 拡大もこの地域の外国語学習に影響しているのでしょうか？ 

・ Q55 1991 年のソビエト連邦崩壊後のバルト 3 国における言語政策はどのようになって

いるのでしょうか？ 

・ Q56 ロシア語は国連及びユネスコの公用語の 1 つとなっていますが、ソビエト連邦崩壊

後のロシア語の現状及び将来の見通しについて教えてください。 

・ Q69 EU に類似した地域経済圏が南米に誕生したと聞いていますが、これによって南米



35 

 

における外国語教育にはどのような変化が起きたのでしょうか？ 

・ Q95「言語権」という言葉を聞きますが、言語にも権利があるのでしょうか？ また言

語権の内容は、どのようになっているのでしょうか？ 

 

 この本をご覧いただければおわかりになると思いますが、三好先生は、これらの質問に

対して、実に簡潔でわかりやすい答えを書いてくださっています。一般の読者をも対象に

したいという思惑から、普段、研究者のみなさんが書き慣れている論文調の硬くて難解な

文章は避けていただきたいと、制作過程では何度もお願いして内容を調整していただいた

項目が多数ありましたが、三好先生にそうしたお願いをした記憶はほとんどなく、担当者

としてとてもありがたかったことを覚えています。 

 しかし、制作過程では、私は三好先生にお会いしたことがありませんでした。本の制作

についてのやりとり自体はもっぱら編者だった河原先生、山本先生と行っていたため、最

初の頃、三好先生は、私の中ではまだ「二十人を超える執筆陣のお一人」という認識でし

た。本が完成した後、言語政策研究会の例会に参加して三好先生にお目にかかって初めて、

三好先生こそがこの会の代表であって、一切の準備、会の運営を取り仕切っていらっしゃ

ることを知ったのです。 

 言語政策研究会は、この分野に関心を持って研究していらっしゃる研究者のみなさんの

会であり、私は門外漢なのだから、「本の御礼を述べるため」だけに研究会を訪れて一度だ

け「見学」しよう、というつもりでいました。しかし、三好先生は、そうした分け隔てを

一切なさらず、他の先生方に対するのと同様に接してくださいました。資料を常に郵送し

てくださいましたし、一度、ある夏の暑い日などは、神田の東京電機大学から、小石川（当

時）の弊社に汗を拭き吹き、歩いて資料を届けてくださったことまでありました。私も、

先生のそうしたお人柄に惹かれて、そして、会自体の雰囲気の良さ（と終わった後の飲み

会の楽しさ）に引き込まれてずるずると通っている内に、いつのまにか会員になっていま

した。三好先生に促されるままに拙い発表をしたこともありました。こうしたみなさんと

の出会い、交流はすべて、三好先生の志とお人柄があってこそでした。 

 毎月一回、東京電機大学の所定の教室にいけば、いつでも三好先生のやさしい笑顔に会

える……すっかり安心しきって、近くにいながらこのところ研究会から遠ざかっていたこ

とが、悔やまれてなりません。ピアノの話もこれからしたいと思っていたのに、残念です。

今頃は忙しい仕事から解放されて、心置きなくピアノを練習していらっしゃるかもしれま

せんね。三好先生、本当にありがとうございました。 
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三好先生の思い出 

                         原 隆幸（明海大学） 

 

三好先生と初めてお会いしたのは 2003 年 6 月でした。当時、私は大学院博士後期課程の

2 年目で、博士前期課程で開講されている「言語政策特論」という授業を聴講していました。

その担当の先生が、当時、桜美林大学におられた田中慎也先生でした。田中先生は私が

Robert B. Kaplan & Richard B. Baldauf Jr.の Language Planning を読んでいることを知

ると、「JACET で言語政策研究会があり東京電機大学で毎月輪読会をやっていて、

Language Planning を読んでいるから参加してみてはどうか」とアドバイスをいただきま

した。その翌月、成城大学で開催された日本言語政策学会第２回国大会に参加した際に、

田中先生より三好先生をはじめ研究会の数名の方を紹介していただきました。三好先生は

研究会に暖かく迎え入れてくださり、その日のランチをご馳走してくれました。研究会に

ついてうかがうと、すでに Language Planning は読み終えており、別のテキストを読んで

いるとのことでした。翌月からの参加を決めると、三好先生は早速、当時読まれていたテ

キストのコピーを送って下さいました。毎回の研究会参加は楽しみの１つでした。当時は

院生でしたが、三好先生をはじめ研究会の皆さんは一研究者として対応して下さいました。 

しばらく参加するようになると、私に研究会で読む文献の候補を何冊か挙げて欲しいと

毎年、年末から年明けにかけて声を掛けていただくようになりました。おそらく博士論文

執筆中で最新の言語政策の文献を読んでいたことに加え、三好先生の気配りによりそのよ

うにおっしゃってくださったのだと思います。私が何冊かの表紙と目次と１章分をサンプ

ルで送ると先生はすぐに購入されて次回の研究会でみなさんに紹介し、その中から次のテ

キストが決まっていきました。３年連続で私の紹介したテキストが使用されたことは今で

もいい思い出です。 

 また、６年かかりましたが博士論文を書き上げ無事に博士号を取得した際に、三好先生

は「研究会で原さんの博士論文の内容を発表して欲しいので、都合のいい月を教えて下さ

い。輪読会を１回お休みしますから」とおっしゃり発表の機会を設けていただきました。

私の研究はこの研究会に参加して得た知識がベースとなっており、また三好先生をはじめ

先生方の暖かい励ましがあって書き上げることができたので、喜んでお受けしました。質

疑応答でも様々な意見が出され、とても貴重な時間となりました。発表後には三好先生の

呼びかけにより、大学近くの中華料理のお店でお祝までして下さいました。今でも忘れら

れない思い出になりました。 

 三好先生は、とても勉強熱心だと思いました。時間の許す限り、学会や月例研究会に参

加し学ばれていました。参加するにとどまらず、その内容をまとめ、全体メールで研究会

の皆さんに送り、希望者には録音したものをコピーして下さいました。またある時、先生

からメールをいただき、「明海大学の井上史雄先生の書かれたものに関心があるので、大学

院の井上先生が担当されている授業のシラバスを送って下さい」と書かれていました。早
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速、シラバスのコピーと井上先生が書かれた論文が掲載されている明海大学の紀要を送る

と、とても喜ばれていました。自分の関心のあることに対し、わずかな時間を見つけて貪

欲に学ぼうとする三好先生の姿勢を私も学ばないといけないと思いました。 

 

三好先生、これまで本当にありがとうございました。三好先生のような研究者になれる

よう、これから頑張っていきたいと思います。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

三好先生の思い出 

                           月本洋（東京電機大学） 

 

私は、言語政策関係の学会や研究会を調べている際に、「JACET 言語政策研究会」という

のを見つけました。事務局長が三好重仁（東京電機大学）と書いてありまして、同じ大学

ということで、これはと思い電話をして、先生のお部屋に挨拶に行きました。先生の部屋

の両側の壁は、戸から窓までずっと本立てであり、本がずらっと並んでいました。その本

立てが木製だったように記憶しておりまして、それが非常に印象的でした。また、本立て

に入りきれない本は、床に平積みにされていました。 

次の日に、次回の研究会の文献のコピーが学内便で送られてきました。三好先生は、研

究会でもいろいろな資料のコピー等を持って来られました。私は、自分ではそのような手

間がかかることはあまりしませんので、三好先生の手間を惜しまれない姿勢に頭が下がる

思いをいたしました。 

4 月の研究会のときに、三好先生は 30 分ほど遅れて来られましたが、その第一声は「昨

日は、2，3 時間しか寝ていない」でした。これにはかなり驚きました。三好先生は、4 月

から英語系列の主任になられて、その作業を夜遅くまでされていたとのことでした。私は、

2，3時間しか寝ていなくて大丈夫なのだろうかな、と心配いたしました。 

5月の研究会の後、東京電機大の隣にあるインド料理屋に数人で行きました。食事が終わ

って別れる際、三好先生は「これからまた自分の部屋に戻る」とおっしゃって大学の方に

向かわれました。大変だなと思いました。それが、私が見た三好先生の最後のお姿でした。 

三好先生、短い間でしたが、どうもありがとうございました。 

 

 

三好先生の思い出 

岡戸浩子（名城大学） 

 

 最初に三好先生の悲報を受けた時には、あまりの衝撃で言葉も出ませんでした。お体の

調子が悪く入院されていることは知っていましたが、少しずつ順調に回復されているよう
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だと伺っていたからです。 

 初めて三好先生にお会いしたのは、私がまだ名古屋大学の大学院生だった頃です。JACET

の言語政策研究会の存在を知り、関心を持ちぜひ参加したいと申し上げましたら田中慎也

先生が快く「どうぞご参加ください」とおっしゃって下さいました。初めて、研究会の例

会に参加することになった時の会場校が東京電機大学でした。例会が始まる少し前に到着

し、まずは研究室に伺い、ここで初めて三好先生にお目にかかりご挨拶をさせていただき

ました。気さくな感じで応対して下さったことを鮮明に覚えています。この頃は、ほぼ毎

月、新幹線で東京へ出向き、東京電機大学を訪れていました。その当時、神田界隈を歩い

ていたことが昨日のことのように思い出されます。1999 年に開催された国際応用言語学会

でのポスターセッションや、2000 年に開かれた大学英語教育学会全国大会における発表で

はご一緒させていただき、色々と勉強させていただきました。また、三好先生の研究姿勢

からは多くのことを学ばせていただいています。 

 その後、専任の職に就き、大学院生時代に比べて時間がなかなか取れなくなり東京を訪

れる機会は以前より少なくなりましたが、三好先生がご送付くださった例会の資料と、時々

同封されている旅日記は、私にとって研究・勉強の上で欠かせないものとなっています。

感謝いたしております。 

 三好先生が 2009 年 3 月に名古屋で仕事があった時にご連絡をくださいまして、私の勤務

校であります名城大学を訪問してくださいました。大学内のレストランで昼食をご一緒し

ましたが、研究の話題などで楽しいお食事となりました。後で、お礼のメールをくださっ

たのですが、それによりますと、この日には他に名古屋城や名古屋港を巡られたようです。

また、その後しばらくしてから鳥取県倉吉市の弟様とエジプトツアーに行かれるとのこと

でした。ご兄弟の仲もよろしかったのではないかと拝察しておりました。その時にも、帰

国後、旅日記を送ってくださると書いてくださっております。三好先生はとても活動的な

イメージがある方でした。 

 そして、最後にお目にかかりましたのは、2009 年 11 月に開催された日本言語政策学会

特別大会の場でした。特別大会終了後、三好先生が持っていらしたカメラで写真を撮りま

した。後日、言語政策研究会の例会の資料を送ってくださった中に、この時の写真が同封

されていました。三好先生を中心に、河原先生、中尾先生、猿橋先生、そして私の 5 人が

写っています。今となっては、とても貴重な 1 枚となりました。 

 三好先生、お世話になりまして本当にありがとうございました。心より感謝申し上げま

す。そして、三好先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 
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編集後記 

 

2010 年 6 月 4 日に三好先生が急逝されてから、もう２か月がたちました。追悼文集を作

成しようという話があがり、多くの人が追悼文を執筆してくれました。それぞれの追悼文

を読むと、三好先生の誠実なお人柄を懐かしく思い出すことができます。多くの人々が、

JACET 言語政策研究会という場で出会って、そこで互いに自らの研究を深めることができ

たのですが、そのことを可能にしてくれたのは、ひとえに三好先生のお力でした。また、

新入会員にも暖かく接して、この会の雰囲気をアットホームにしてくれたのも三好先生の

やさしい心遣いであったと思います。 

この追悼文集をまとめるに当たり、「三好先生、本当にありがとうございます」と最後に

記します。 

                             編集人：河原俊昭 


