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「海外における日本語普及促進に関する有識者懇談会 第２回」 

平成 25年４月 18日 

 

 

島田課長：定刻になりましたので第２回会合を開催いたします。委員の方々のお許しをい

ただき、関係省庁ならびに基金も含めオブザーバーの方々にも前列の席に着いていただい

ています。オブザーバーの方には座長の了解を得て、必要に応じてご発言をお願いしたい

と思います。それでは座長よろしくお願いします。 

 

座長：おはようございます。「第２回 海外における日本語普及促進に関する有識者懇談会」

を始めます。まず本日の会議の流れをご紹介したいと思います。最初に前回第１回会合に

出ました議論のポイントについて簡単にご説明いたします。次に国際交流基金の方から「海

外における日本語教育の現状と国際協力基金の事業」ならびに「主要国における国際文化

交流機関の自国語普及活動の概要」等に基づき報告をお願いいたします。続いてこれらの

テーマに関して委員の皆様にご議論いただきますが、その際、事務局と相談した３つのポ

イントについて私の方からご紹介をさせていただき、それに沿って議論を進めていきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 また、まだお見えではありませんが若林大臣政務官からのご挨拶を予定しておりますの

で、ご到着されましたら会議を中断いたしますがよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず前回会議において出されたご意見の総括を簡単にさせていただきます。

論点として８つにまとめました。１番として現地に展開する日本企業など、産業界を初め

とする日本語学習のニーズの把握・掘り起こしが何より重要ではないか。２番、日本語学

習によるメリット・展開についてのアピールや説得力のある根拠付の必要性。３番、公的

介護・医療ツーリズムやデザインなど、日本の得意とする分野を通じて日本の魅力を発信

することが重要である。４番、日本語を通じ日本文化や日本研究以外の分野で新たな知見

を深めるという意味で、日本語がハブ言語としての役割や潜在的ニーズを要しているとい

うこと。５番、優秀な日本語人材を得るには学習者数の増加、すなわちすそ野を広げるた

めの施策が必要である。６番、オールジャパンでの取り組み、民間企業との連携、人的交

流など学習可能性を高める環境づくりの必要性。７番、予算が限られているので、その環

境の中で地域・国ごとのめりはりの付いた戦略策定が必要。 

 最後に国内外を問わず教師の育成、働く場の安定的提供が必要。これはかなりのご意見

が出ました。以上、８つが主なポイントであったと考えております。 

 それでは国際交流基金の方から報告をお願いしたいと思います。資料としてお手元にお

配りしております「海外における日本語教育の現状と国際交流基金の事業」「主要国におけ

る国際文化交流機関の自国語普及活動の概要」「有識者懇談会の基礎資料」。それから、最

近注目されている孔子学院について、外務省から現状を簡潔に説明してもらいます。それ
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では、まず国際交流基金からお願いします。 

 

吉尾上級審議役：同じものですがパワーポイントのスライドが投影されますので見やすい

方をご覧ください。私は国際交流基金の吉尾です。パワーポイントに書かれているものは

既に送っているのでそれをご覧いただきながら補足的なコメントで報告としたいと思いま

す。またファクトの他に若干の基金の担当者としての問題意識も合わせてご披露させてい

ただくことで本日の議論の材料としたいと思います。まず第１の海外日本語教育の現状で

すがスライドの３からになります。これは既に第１回会合の配布資料に数字として入って

おり議論においても言及されていますが、あらためてご紹介させていただきます。 

 海外日本語教育の実態調査は1974年に外務省において実施されたところがスタートとい

うことになりますが、その後国際交流基金がおよそ３年ごとに基金の海外拠点、在外公館、

海外の協力機関を通じて日本語教育を実施している機関に調査票を送付して回答を受ける

形でまとめている資料です。最新のデータは 2009 年のものとなっており、この３年後は

2012 年ということで昨年実施しており現在集計中です。結果は夏に速報ということで公表

できるように作業を進めております。それからここに出ております機関数、教師数、学習

者数の定義ですが、特に学習者という点では機関に所属して日本語を学んでいるものの数

を指しており自学自習者、企業内の訓練というような学習者については把握ができており

ません。この数字を見て、1979 年からの比較をしますと学習者は 29 倍まで増えて 365 万

人に達していますが、2012 年の時点でどうのようになっているかというところが気になる

ところです。 

 スライド４、この数字の中を見ますと、国・地域別でベスト６位まで 2006 年と 2009年

のものが並んでいます。アジア大洋州で世界全体の９割を越える学習者がいると。 

 その中で中国・韓国が全体の 50％を占めているということが大きな特徴で、学習者とい

うことだけを考えると中国・韓国の趨勢が全体に大きなインパクトを及ぼすと言えるかと

思います。それから 2006 年～2009 年の変化で大きなところを見るとインドネシア、オー

ストラリアが見えますが、インドネシアについては中等教育への日本語教育の導入といっ

た影響、オーストラリアについては政権が代わり言語政策による影響があったものと見て

おります。 

 次のスライドは非常に細かく見にくいのですが上位 20カ国のデータとなっています。 

 スライド６、先ほどは国・地域別で見ましたが教育段階別で学習者数を見た場合のデー

タになっています。初等・中等教育段階、現実的には初等というところは非常に数が少な

く中等になりますが、その学習者が全学習者の 57.4％を占めているのが圧倒的な事実です。

この中等教育というのは、要するに学校の科目としての勉強ということですので、政府の

外国語教育政策・教育制度のインパクトが非常に大きな部分であるということと、57.4％と

いう非常にボリュームのあるゾーンですので、ボリュームが大きいゆえに教育の質の確保、

学習者の意欲をどう維持・向上していくかということが課題になってきます。 
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 飛んでスライド８をご覧ください。この 365 万人の学習者の学習目的の集計ですが、こ

れも前回の議論にありましたが、データで見ると、これは複数回答は可としていますが、

将来の就職という項目が意外と上位ではないということ。それからもう 1 つ、マンガ・ア

ニメ等に対する知識という項目ですが2006年時点の調査では回答設定がなかったというと

ころに、その時点での調査側の認識といったものが現れているのではないかと言えるかと

思います。 

 スライド 10に移ります。日本語教育を行っている機関での日本語教育上の問題点を問う

ているところです。これは回答者が教育機関ですので学習者観点からの答えには必ずしも

なっていないとご理解いただきたいと思います。教育機関という点で見ると教材不足、施

設設備の不十分といったところが上位です。その中で４番目の学習者不熱心ということで

すが、これはまさに中等教育段階での学習者を見た場合にこの問題があるということを反

映しているのではないかと考えられます。 

 スライド 11です。先ほどは上位の項目を並べましたが、これは全体の項目で見たときに

2009 年の調査では日本語科目廃止等という項目を新設していまして、それがある程度の数

字で表れています。これは 2009年時点でそういう項目を並べたというところは、当時の現

状を踏まえて捉えるべきものではないかという調査側、国際交流基金としての問題認識の

現れです。ということで海外における日本語教育の現状を非常に駆け足ですが、今後のご

議論、我々の事業の紹介をさせていただく上で前提となるポイントに絞ってご紹介させて

いただきました。 

 続いて国際交流基金の事業の紹介ですが、話の流れで前後して大変恐縮ですが主要国の

個別の状況をご説明したいと思います。資料２ですけれどもスライドでは出ませんので、

お手元の配布資料をご覧いただきます。基礎資料の数字が並んでいる最初のページ、裏表、

こちらは先ほどの繰り返しですので、地図に書き込みのあるところをご覧ください。こち

らは 10万人以上の学習者がいる上位国についての現状です。非常に細かいところまで書き

込んでありますので、すべての説明は時間的に無理なのでポイントのみご紹介いたします。

学習者数第１位、第２位の中国・韓国についていいますと、非常に成熟した感がある韓国。

それから中国の場合、実はたくさんの学習者がいるけれども地域的には東北にかなり偏っ

ていて、まだゾーン的には余地があるというような、中国については別な観点からの対応

が必要ではないかと思っています。韓国・中国、特に中等教育のところを見ると韓国の場

合、第２外国語は英語と同じように外国語必修の領域であったものが、2011年度より漢文、

技術家庭、教養、第２外国語の中から自由に選べる制度に移行したということで、その影

響が中等教育の学習者に現れているところが１つのポイントになるかと思います。 

 中国の場合は第２外国語課程で日本語を勉強してもいいという方針が2001年に出たとい

うところから展開してきているわけですが、それは地域的な特性で東北地方にかなりウエ

イトがあるということです。 

 めくって東南アジアの図になります。ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、イン
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ドネシアが上位にランクされていますが、それぞれの国の中等教育のところを見ると、い

ろいろなコンテクストの中で、中等教育の中に日本語が取り入れられているということで

非常に活発な状況を呈しています。こういう中等教育の日本語の導入が進む国では教師不

足への対応が課題になっており、これからの導入を考えている国については国際交流基金

としてもいろいろな形で後押し支援をしていく必要があると考えています。 

 高等教育機関のところについては非常に充実したというか、ボリューム的に多くの課程

を持っている国もあればまだまだこれからという国、いろいろとばらつきがあり、特に高

等教育機関で日本語を教えるという、教員のステップを見てみると、ほとんどの国が博士

号、最低修士号ということで学位を求めております。そうすると日本語教育の分野におけ

る博士をいかに生産して供給していくかが課題になってくるかと思います。 

 次の地図は北米大陸とオーストラリアですが、それぞれ一定のボリュームを持っていま

す。財政事情が非常に厳しいということで、アメリカ、カナダにおいては大学等で今まで

開いていた講座・コースを縮小、あるいは閉じるというケースが報告されています。オー

ストラリアについては先ほど政府の言語政策の変動がありということでしたが、最近の動

きでは 2012年「アジアの世紀」において日本語を含むアジア言語の重要性が強調されてい

ますので、今後どのような右肩上がりになるかが注目されるかと思います。 

 それから上位国に入っていないアジアの中でのインドが注目すべき国ではないかと捉え

ています。2006 年 12 月の段階で「日印戦略的グローバルパートナーシップ」が策定され

ており、2010 年までに学習者３万人という目標を掲げて取り組みが進められており、日本

の企業進出も盛んになっているという中でインドの学習者がどう増えていくかに注目して

いきたいと考えています。この資料は上位 10万人以上の国ということでまとめていますの

で、10 万人以下でごっそり抜けている国として南米・アフリカ・欧州になりますが、そう

いう手薄な地域をどう考えるのかが１つの課題になるかと思います。それから欧州の動き

でのご紹介ですが、現在英国でナショナルカリキュラムの見直しが進められています。そ

の見直しの中で、初等・中等教育段階の外国語教育の取り扱いが１つのポイントとなって

おり、取り扱いいかんによっては日本語が外国教育として学ぶ対象から外れていくのでは

ないかという懸念があります。英国は１つの例ですが各国教育制度の改革・改変について、

特に日本語の取り扱いについて注視していく必要があると考えています。以上が資料２の

紹介です。 

 続いて国際交流基金の事業のご紹介になります。スライド 13ですが、８つの領域でこの

ような事業を行っているということをまとめた見出しです。個別事業の紹介の前に全体像

を説明いたします。ご案内のように国際交流基金は文化・芸術、日本研究・知的交流とと

もに日本語教育を事業の柱として世界 21カ国、22の海外拠点、２つの付属機関をベースに

活動を展開しています。年間予算は約 150 億円、役職員数、現地職員含めますと 375 名。

このほか海外に派遣している日本語の専門家が 100 名強、国内の日本語教育専門家、日本

語能力試験センターの研究員等が約 70名です。そして嘱託事務補助員という体制で仕事を
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しています。その中で日本語事業は３つの柱の１つとして組織的に本部に２つのアドミニ

を担当する部が設けられ、埼玉と大阪に研修センター。そして本部に日本語能力試験セン

ターを抱え海外の基金の拠点において講座を展開するという活動になっています。予算的

には国際交流基金の３つの柱の中でも最も大きなシェアを占めており、24 年度の予算額は

約 49.6億円という規模で仕事をしています。 

 それでは個別の仕事についてご紹介をいたします。スライド 14 です。「JF（国際交流基

金）日本語教育スタンダード」の考え方に基づく日本語教育の普及ということで、2010 年

にそれまで日本語教育の関係者といろいろ議論を続けてきました「JF 日本語教育スタンダ

ード」を発表しています。日本語教育スタンダードとは何かということでスライドに書か

れていますが、なかなかひと言では言い表せません。従来の文法知識等を中心とした教育

から、コミュニケーション能力に重きを置いた教育学習や評価にシフトしたツールとして

ご理解をいただければと思います。 

 この考え方は次のスライド 15に若干出ていますが、欧州の CEFR（セファール）、「言語

のためのヨーロッパ共通参照枠」の考え方を基礎につくられており、これによって日本語

教育がより欧州の言語教育とコンパティブルでユニバーサルなモデルに形成されるという

ふうに考えています。重要なことはこの発表しましたスタンダードを現実の教育評価の場

に適用・普及していくことであると考えています。そのための研修会、教材開発を進めて

きており、これから紹介する基金の海外での日本語講座、この講座はこのスタンダードに

準拠した教育方法、教材ということで進めております。 

 １つの問題意識ですが、海外日本語普及を基本的な守備範囲としている国際交流基金が、

およそ日本語教育のスタンダードと称するものを日本語教育関係者との議論を踏まえなが

ら策定・普及しようとしていることは非常に画期的なことであると思います。実は私は文

科省からの出向者で、文科省から日本語教育を見ていた者として、基金のこのイニシアテ

ィブは非常に画期的なことであるというふうに捉えています。私のこの捕らえ方は裏を返

せば１独立行政法人である基金がこういうスタンダードというものを提唱している、この

イニシアティブは日本語教育関係者からは肯定的に捉えられていると理解していますが、

これをいかにオールジャパンの形で対外的に示していくのか。その中で基金の役割は何か

ということをあらためて確認していく必要があるということを考えています。 

 幾つか飛ばしてスライド 17です。スタンダードをつくりましたが、具体的にどのように

教えていくのか、ということの１つの形、具現化したものがテキストです。「まるごと」と

いうテキストの開発を基金で進めています。今、回覧しております。今までに入門レベル

（A1 レベル）のテキスト。それから初級１・２ということで A2-1、A2-2。それから語彙

帳が作成されております。これは試作版ということで基金の海外の講座でちょっと使って

いただき、チェックを受けてより完成度の高いものになり出版という段階に入っています。

中級、これは B 以上のテキストになりますがこれからの作成開発となっています。これら

はテキストですのでテキストを学ぶのではなく、テキストで学ぶということからすると実
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際の教室での指導や活動にはまた工夫が重要になってきます。こういうことを併せて考え

ますと、さらにスタンダードの普及を進めていくことについては、まだ基金としてやるべ

きことが非常にたくさんあります。このプロセスをいかに加速して本当にインパクトのあ

るスタンダードの普及ができるかということが１つの課題であると思います。 

 次のスライドは国際交流基金の海外拠点での日本語講座の拡充です。2012年度時点、27

カ所で年間の受講者が 1.2万人ですが、基金のポリシーとして、全海外拠点で講座を実施す

るのだというポリシーを打ち出して動き出したのは 2011年度からであり、それまでは拠点

ごとの活動として日本語講座を行っていました。 

 これを日本語のスタンダードを用いて展開を始めましたが、10年間で 30カ所、３万人の

受講者を得ることを当面の目標として計画を進めています。その場合、基金内部では幾つ

か議論があり、基金が海外のいろいろなところで講座を開いていくということは、現地に

おける民間日本語学校、民間事業者との関係をどうするのか。講座をどんどん開いていく

ことはいいのだがコストが掛かる。コストの回収をどうするのか。これは授業料にて活動

を展開しています。それから基金の海外拠点のステータスの問題とも関わってきますけれ

ども、そういう収益活動を行うという現地法制と基金の拠点のステータスの問題で、こう

いう講座をどうするのかといったことで基金が直営であったり、その国の事情により提携

機関を求め、提携機関の中でやっていただくという工夫をしながら展開してきております。 

 日本語講座ですが３種類の内容があります。一般の日本語講座、日本理解、異文化理解

を促進する内容の文化日本語講座。それから日本語能力試験を体験していただく機会とし

ての講座というような内容で行っております。講師ですが、今のところ日本からの派遣、

あるいは現地の日本人講師を中心に展開していますが、将来的には現地の講師を中心にと

いうふうに考えています。差し当たり３万人というターゲットのデッドラインが近づいて

いますが、今の人数からいくと教室を２倍にすれば達成するという単純計算ではそうなり

ますけれども、いろいろな中で果たしてそれが実現可能かどうか、という現実的な課題を

抱えています。事業拡大ということになると投入コストが増える。授業料をいただくとし

てもその収支バランスと実際の活動をどう考えるのかということです。その場合原点に立

ち返ると、この講座をやる目的が何なのか、学習者数を達成するということなのか、それ

ともちょっと違うところにポイントを置くのかということにより、この講座の拡充につい

ての評価はいろいろあろうかというふうに考えています。 

 次のスライドをお願いします。日本語能力試験の実施です。既に 60万人近くの受験者を

抱える大規模な試験に成長しています。お陰様で試験の認知度が高まってきております。

日本への出入国管理、EPA は後ほどご説明しますが、EPAの候補者の選定等にこの試験の

結果が利用されるというような社会的影響力を持つ試験になっております。海外実施を基

金が担当していますが 2012年度の段階で、海外 205都市で事故なく円滑にこの試験を実施

し、試験そのものが信頼性を維持すること、これは実際にやってみると運営面で極めて大

きな課題です。試験そのものも従来行ってきた試験を 2010年からあらためて統計的テスト
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理論に基づいた尺度得点、どのような状況でも共通の物差しで安定した試験結果が出ると

いうやり方を導入してより信頼性を高めています。聴解のところまではやっていますが、

ライティング、スピーキングの試験までは対応しておりません。受験者の利便を考えると

より多くの実施会場、より多くの受験回数が求められるわけですが、そこまでの対応はで

きていません。 

 現在は紙ベースの試験ですが将来的にはデジタル化ということも考えています。それか

ら試験そのものは、実は受験料収入でコストを補うということが現在可能になっており、

動かしていますが今ご紹介したような課題に対応していくことを考えると、さらなる投資

が必要ではないかと真剣に考えています。そうするとこの試験の性格、公の試験でいくの

か、収支とんとんのいわゆる民間ベースとしてやっていくのか、この辺りの取り扱いが今

後の課題であると考えています。それから冒頭説明した JF日本語教育スタンダードと能力

試験の関係がどうなっているのか。能力試験が N1～N5 までのレベル分けになっています

が、スタンダードの方を見ると Aから Cの段階で別れていて、その相関関係を問われるこ

とがあります。こういう相関関係にあるとお示ししたりしていますが、そういうことにつ

いてももう少し科学的な整理の必要があると考えています。 

 続いてスライド 20、21です。これは基金の日本語普及のためにインターネット、ウェブ

を使った教育ツールを開発し、それを提供しているものの紹介です。実際にウェブサイト

を見ていただければよいのですが、時間がかかるのでこういうものがあるということだけ

紹介しておきます。大きく分けて教師支援サイトと学習者支援サイトということで「みん

なの教材サイト」これは教材作成の素材提供ということで支援しています。そしてスタン

ダードと「Can-do」のサイトは日本語教育スタンダードを紹介・普及するサイトになって

います。日本語教育通信は各種情報提供を月１回更新して行っています。「NIHONGO eな」

これはいろいろな日本語学習サイトを紹介するポータルサイトになっています。「日本語で

ケアナビ」は介護・看護に関する用語集のサイトということで準備していまして 2012年か

らはスマートホン対応もしております。「アニメ・マンガの日本語」この分野はアクセスが

多いということで 2011年に開発が終了しており、英語・スペイン語・中国語・韓国語・フ

ランス語で提供しています。「エリンが挑戦」は 2006 年に NHK の教育テレビで語学番組

として作成したものをウェブ版として提供しています。「まるごと＋」これは「まるごと」

でつくったテキストをウェブサイトとして提供しているものです。学習者のウェブサイト

についてはご覧のとおりですが、問題意識としてどれだけ学習支援に効果があるのかとい

った評価が必要かと思っています。 

 一応こういうことをやっていますが、問題は、いかに新しいテクノロジーを導入してい

くのか、それに対応できるマンパワーが十分あるのかということかと思っています。時間

が押してきていますので端折りますが、日本語教育専門家の派遣事業に関してのスライド

が 22ページです。この中で基金がいろいろ派遣していますが、海外を見ると JICAさんの

方で、ボランティアで日本語隊員がいろいろなところに入っている関係について、これは
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有機的な連携ということで、今仕事をさせていただいておりますが、その辺りを今後どう

展開していくのかということが１つの課題であると考えています。 

 24ページに飛びます。「さくらネットワーク」は世界各地で実際に日本語教育の活動を行

っている大学、日本語教師会等への支援を行っています。ネットワークを通してお互いに

支えていこうということでいろいろなプロジェクトについてご応募いただいております。

在外公館からの意見も踏まえ審査をして助成を行っているのがさくらネットワークの事業

です。ネットワークのないところについても普及活動助成ということで同様に助成活動を

行っているというのが 25ページです。 

 研修事業ですが、26、27 ページで海外の日本語教師の研修と学習者の研修をさいたま市

の日本語国際センターと関西国際センターでそれぞれ分けて行っています。スライドの方

にはボリュームだけ書いておりますが、非常に細かくプログラムを組んで研修の展開をし

ています。 

 28 ページ、最後のご紹介です。これは経済連携協定（EPA）に基づき、インドネシア、

フィリピンからの看護師・介護福祉士の候補者の日本語教育を現地で６カ月行うという事

業に基金が協力しております。EPA については日本語で行われる資格試験の合格者が少な

いということが１つの問題となっています。なおベトナムでも同じようなプログラムがス

タートしており、こちらの方は現在民間の日本語学校が受託して仕事を進めています。 

 30ページは日本語能力試験のボリュームが書いてあります。2010年から新しい試験に切

り替わったところで、右肩上がりで来ていた受験者数が下がって来ています。これでご報

告を終わります。 

 

座長：続いて孔子学院についての説明をお願いします。 

 

島田課長：時間が限られていますので、簡潔に説明いたします。孔子学院の活動状況につ

いて、同学院の発行している年報等によれば、2006年（112か所）から 12年（929か所）

にかけて設置数は８倍強増えています。なお、孔子学院は、初等・中等教育を担当する孔

子課堂と高等教育を担当する孔子学院があります。学院の方が数は多いですが、米州に限

って見ると 2011年のデータで、１１２対３２４で課堂の方が多くなっており、同地域にお

ける初等・中等教育への注力が見てとれます。また、2010 年のデータによれば、予算額は

全世界で 1 億６７００万ドルで、１学院あたり５０万ドル、１課堂あたり６万ドルを分配

しているということです。次に、孔子学院がこれだけ急速に広まっている要因ですが、孔

子学院は各国内の大学に設置されるため、施設に係る賃貸料などの負担が少ない上、大学

生の勧誘も容易かつ効果的に行えること、そして受け入れ大学側にとっても豊富な予算や

教員、教材を学院側で提供して面倒を見てくれるので、メリットが多いということが言え

ます。一方、北米の一部地域では、大学における学問の自由等の観点から、あえてそのよ

うなオファーを断る例もあるようです。ちなみに、日本の大学にも孔子学院は多数設置さ
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れており、一部の大学の HP には孔子学院の活動について紹介するセクションが設けられ

ていたり、受け入れ大学関係者への顕彰制度があるなど、PRも巧みに行われていることが

分かります。 

  

座長：ありがとうございました。以上、国際交流基金の日本語普及に関するアクティビテ

ィおよび第三国による取り組みとして、孔子学院の活動についてのご説明をいただきまし

た。だいぶ時間も少なくなりました。それでは皆様のご議論をいただきたいと思いますが、

その前に少し整理をさせていただきます。冒頭に前回の皆様からのご意見をまとめたもの

を紹介いただきましたが、さらに事務局と私で相談をして付け加えて３つのポイントを出

させていただきました。第１のポイントをさらに２つに分けて、サブテーマとして日本語

学習への動機付けならびに教師・教材の問題や教育機関が抱える問題、それから３番目が

オールジャパンとしての関係機関、民間企業との連携等。これは非常に難しいことだと思

いますけれども。 

 それから１番目は個々の履修に関するものですが、２番目はもっと大きくて日本政府と

して取り組むべき施策の中心は何かということ。そのために国際交流基金が担うべき役割

は何かという問題。それから事務局と私の相談でマトリックスをつくりました。これに沿

って皆様方からご意見をいただき、空いているところにそれを埋めていく。あるいは既に

あるところを修正していくという作業をこちらでやろうということを考えています。（今お

配りしますが、特にこれを意識していただくことはありません） 

 時間もありませんので早速議論に入りたいと思います。第１のポイント「日本語学習へ

の動機付け」「教師・教材の問題や教育機関が抱える問題」「オールジャパンとしての関係

機関、民間企業との連携等」事務局としては１つひとつお願いしたいというお話でしたが、

オーバーラップする部分がありますので３つ一緒にして議論をお願いできればと思います。

日本語学習への動機付け、いろいろな考え方があるかと思います。それから教師・教材の

問題や教育機関が抱える問題、オールジャパンとしての関係機関としての関係機関、民間

企業との連携等。これについてなるべくご意見が１つのサブテーマに偏らないようにした

いと思いますが、いかがでしょうか。ただいまのプレゼンテーションと関係しても結構で

すのでご意見をいただければと思います。 

 先ほどの国際交流基金のプレゼンで就職のためというのは 40 何％、あまり高くないと。

私は逆にかなり高いと思いました。あとのものは、動機としてはぼーっとしたもの。だけ

ど就職は非常にはっきりした動機ですから。これはやはり大事にしなければいけないので

はないかと。これは 2009年ですか。日本の経済状況がよくなったら間違いなく増えると思

います。50％切れていますが、大事にすべき事柄ではないかと感じました。どなたからで

も結構です。どうぞ。 

 

委員：１つ目の動機付けに関連します。私どもは中国に現地法人があって 500 名ほどの現
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地スタッフがおります。そのスタッフの取りまとめの人事部長は現地の女性社員です。彼

女は日本語が流暢でして、日本語を学んだ動機を聞いてみました。当時バブル直後の日本

経済、日本という国が中国にどんどん進出してきて、そういう存在感や影響力に興味を持

ち最終的にそこに勤めたい、働きたいという動機があって勉強を始めたと。彼女自身は日

本に留学して勉強したのですが、そういう意味では日本の経済力をバックにした進出とい

うのが非常に大きなインパクトになったと。とはいえやはり日本の文化は中国であっても、

例えば映画やドラマ、マンガ・アニメも含めて、やはりまだまだ根強い人気があるという

話でした。日本文化というのは、昨今のいろいろな難しい政局に左右されない普遍的なも

のではないか。こういうものを遠慮なくどんどん発信し続けたらいいというのが彼女の率

直な意見でした。そういう意味で言うと今お配りいただいたマトリックスの最初の文化へ

のアーリー・エクスポージャーの不足という部分、この分はもう少し力を入れても、そこ

から潜在的なニーズが掘り起こしていけるのではないかと痛感しました。 

 

座長：ありがとうございました。オブザーバーの方でも結構ですのでご発言いただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 

委員：委員の皆さんがおっしゃったことに関係していますが、確かに動機の部分があまり

明確でないような気がします。ですから何となく日本語、何となく文化、何となく就職。

日本語を学ぶことに対して明確な動機付けがないと。要するにある動機付けの中で分類す

るとこうなるのだが、その中でとんがったものがないということは、あまり強い動機付け

になっていないという、ちょっときつい言い方ですが、そういう見方もあるのではないか。

例えば孔子学院は国の政策やいろいろなことがあって私自身は非常に心配しているのです

が、それでもそこが広く受け入れられている背景の中には、財政的な援助をするというの

もあるのですが、やはりそこに来る学生は中国というビジネスのマーケット、中国に対し

てのこれからの自分の将来、そこにすごく惹かれて来るのだと思います。ですから先ほど

のお話のように、どこを日本の魅力として売っていくのかということ。どれもこれもとい

うと大変で、またよく分からなくなっています。例えばここにあるようにポップカルチャ

ーとかアニメとか、私の感覚ではなかなかついていけないのですが。やはり若い人にはあ

のカルチャーが非常に分かりやすいという意味から、それならそこを徹底的にもっと宣伝

する。それからやはりビジネスとしての可能性をもっと宣伝する。少しとんがった形に出

さないとよく分からなくなるのではないかという感じが少ししました。 

 もう１つ、先ほどの孔子学院で拠点も増えてお金もたくさんあって、これはすごいと思

うのですが、やはり今レッスンを出しているのはフェイストゥフェイスがメインだと思う

のです。そうすると日本のようにたくさん予算も取れないとなると、先ほどのお話のよう

にデジタル化して e ラーニングしてということで、このことで即日本語が上手になるとは

私は思いませんが、やはり最初のハードルを低くする。そこのウェブを使っていろいろな
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日本のカルチャーを知ったり、日本のアニメを知ったりという玄関口を広くして、その中

での言葉というのもあまり広く、何でもかんでもではなく、かなり絞った日本の言葉を集

中的にやって、そこからもうちょっと上に行きたいということになって、きちんとした日

本語を学ぶというスタンスに持っていかないと、即、きちんと日本語を学ぼうと持ってい

くには、まず学校や場所が少ないとか、学びたいと思っても近くにないとか。やはり学び

たいと思わせる動機付けと学ぼうと思ったときに、なるべく簡単にそこにアクセスできる

ということも、戦略的に考えていく必要があるのではないかという感じがしました。ちょ

っと雑駁ですが。 

 

座長：どうぞ、西原さん。 

 

西原センター長：少し理屈っぽくて恐縮ですが、言語習得の世界で動機付けということを

言うときに、大きく２つあると分析されています。１つは内発的動機付け、もう１つは外

発的動機付けです。先ほどの就職のためとか、言語を学んだ結果の利用に目標があって、

そのために得られる利益が目的になるのは外発的動機付けです。つまりその先の何かとい

うことで一般的に大人、それから西欧よりアジアは外発的動機付けに左右されることが多

いとされています。もう１つは内発的動機付けで、それを学ぶこと自体に目的意識がある。

例えば日本が好きで日本語を学びたい。日本語を学んだ後のことを今は考えていないとい

う若年層は多いです。どちらの動機付けも重要で、学習者分析をすると、強調されるべき

ところが地域によって、年齢によって、その他の要因によって違ってくるということだろ

うと思いますので、どちらかを考慮するということではなく、それぞれの地域で戦略的に

どうしていくかということを考えていく必要があると捉えております。 

 

座長：ありがとうございました。どうぞ。 

 

委員：他の委員の補足になりますが、孔子学院がこれだけ伸びているのは中国に対する魅

力とか関心というよりも、やはり戦略だと思います。裏付けが必要だと思いますので、お

ととい北欧のある国から私のところにきたメールですが、「首都圏の大学では日本語受講希

望者が非常に多い。しかし予算などのカットということで日本語の授業の削減、あるいは

廃止の動きも出ている。そして中国語の希望者は５名しかいない。少数でも中国国家が無

料で教師を提供するので授業が続けられる。この矛盾はどうなのか」と。こうした意見は

１つの国だけでなくいろいろ出ているというところで、私はこの会議でそういう議論をし

ていくべきだと思いました。次のことに関してよろしいでしょうか。 

 

座長：どうぞ。 
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委員：教師・教材のお話をさせていただきます。今回は課題の提出ではなく、具体的な案

を出すことが目的ですので、できるだけそうしたいと思います。海外ではやはり教師が足

りません。前回、韓国の例を出しましたが、やはり東南アジアが足りない。特にインドネ

シアです。では解決をどうするのかというときに、例えば日本における養成講座が教育実

習先を海外で行っていますが、これを個々に対応するのではなく、もっと大きな形で行っ

ていったらいいのではないかとうのが１点。それから現職教師というのはなかなか現場か

ら離れられない。そういう人たちが自分のキャリアデザインとして、３カ月とか短い期間

でもいいので行く形ができたら、向こうにおいてもベテラン教師の知見なども使ってもら

えるのではないかと、私は現場の教師としてずっと思っていました。それは個々の学校、

私どもの学校も行っておりましたが、それをもっとオールジャパンとしてやれたらいいの

ではないかと思います。もちろん基金の素晴らしい専門家派遣というのはありますが、も

っと草の根的なものが外務省主導でできたらいいのではないかと思います。 

 それからノンネイティブの先生のスキルアップについては、やはりオンラインをもっと

うまく使う。それも学会などとも組めるのではないかということを考えました。 

２点目として、海外における教材不足は本当に各国で言われています。その場合２つあ

って、１つは新しい教材の情報が足りない。これは発信の問題であると思います。２つ目

として各機関で教材は置けるのだが、個々の学習者は教科書が高くて持てない。そこへの

支援をしてもらえないか。本当に学びたい人がいるので、その辺りをぜひということ。こ

ういうメールがたくさん来ています。そこで提案ですが、例えばオールジャパンなのだか

ら出版社などと組む。これは出版社から出ていた複数の意見だが、死蔵されている教材が

あるのでそれをもう少し有効活用する。初版が出て第２版が出たら捨てることもある。そ

れは一粒の種ではあるが、そういう視点で巻き込んでもらえたらいくらでも協力ができる

という意見が出ている。3.11 の後、宮城県で日本語教室を開きました。教材がないので助

けてほしいと言われたときに、私ども学会として現場でどういう教材が必要なのか、ただ

送ればいいのではなくそこで対話をしながら何回か送りました。その形がもっとオールジ

ャパンでできたらいいと。 

 そのときの私の反省としては継続性がなかった、ということで何回かで終わってしまっ

た。２つ目は見える化ができなかったこと。 

 つまりこういうことをやっている、みんなでやらないか、という発信が足りなかった。

マンパワーと時間の問題だったというようなことで、やはり孔子学院がすごいのは戦略だ

と思うのです。ですから基金もいろいろされていることを、もっともっと発信して、違っ

た形でみんなに見える化が進むとより効果的になると思いました。 

 それからウェブはボランティアベースでいろいろなことを行っています。例えば「リー

ディング チュウ太」というのがあります。これはボランティアベースでやっていて、今介

護の方でも行っています。それを主催している方から、今までも基金や大使館から助成・

援助していただいたが、それをもっとオールジャパンでやっていけたら、世界中に広がっ
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ていく。最初に申し上げたのは紙ベースですが、オンラインでより広げるということが、

もちろん基金からもいろいろな発信をされていますが、さらにつながっていくのではない

かと思いました。以上です。 

 

座長：若林政務官が到着されましたので、ここでご挨拶をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

若林政務官：ご紹介いただきました文化交流担当の外務大臣政務官の若林健太でございま

す。遅参いたしまして申し訳ございません。委員の皆様方にはご多忙の中、本懇談会に出

席をいただき、それぞれの専門分野の視点からご意見を賜っていますことに心から感謝申

し上げます。 

 パブリック・ディプロマシーというのでしょうか。今、外交の中にこうした分野が大変

重要なものだというふうに認識して外務省としても取り組んでいるところでございます。

文化の発信の、まさに根幹にあるのは言語でもありますので、こうした日本語を海外にお

いてどのように普及させていくのか。オールジャパンとして取り組むべき施策、そのこと

について先生方の知見をいただきながらしっかりと取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 実は私、先週は南米に出張してまいりまして、アルゼンチンのブエノスアイレスやブラ

ジルのサンパウロで日系の方々と交流してまいりました。ブエノスアイレスでは現地日系

団体が発行している日本語の新聞が２紙あったのですが、１紙廃刊になりまして今は１紙

でございます。その１紙も講読者数がだんだん少なくなってくる中で存続が危ぶまれてい

るというふうな陳情を受けました。日系人の中でも３世、４世になってきますとだんだん

日本語能力が低下してきます。また日本の文化に対する興味も薄れてくる背景の中でこう

したことが起こるのかと思っております。しかし日系社会、自らのルーツである日本の文

化、日本語を知る機会を失わせてはならないと思っております。わが国にとってもせっか

くあるインフラを維持・発展させていかなければならないということを強く感じました。 

 同じく日本語の継承という意味では新たな視点もございます。すなわちグローバル化の

進展により、外国人と結婚され海外でお子さんをもうけて育てられている日本人も増えて

きています。こうしたご家庭の中には日本に帰国することを前提とした日本人学校や補習

校に通わせる必要はないものの、日本人の子弟として日本語を継承させたいと思っておら

れるご家庭もあります。こうしたご家庭に対する機会をどのように確保していくのか、こ

ういう視点も必要ではないかというふうに思います。さまざまな視点でこの日本語の普及

について、そのインフラをどう整えていくのか、オールジャパンとして取り組むべき課題

は山積していることを認識しているところでございます。 

 委員のそれぞれの先生方のお立場からまた活発なご意見を賜り本懇談会に有意義な結論

が得られることをご祈念申し上げます。 
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 先生方のご協力に重ねて感謝申し上げて、ひと言ご挨拶にさせていただきたいと思いま

す。どうもありがとうございます。 

 

座長：どうぞありがとうございました。政務官はいていただけるようですので議論を続け

たいと思います。 

委員の方からテキストが高くて買えないと、これは大変な問題です。表現はよくないの

ですがミャンマーとかカンボジアはこれから小・中教育にまで食い込めます。私も現地で

聞いてきましたがやはり日本語を教えたいという先生方もたくさんいらっしゃる。そうい

うところでのそういう問題は大問題なので、これもやはりオールジャパンで解決しなけれ

ばなりません。 

 

委員：先ほど言い忘れましたが国際交流基金で教材寄贈システムというのがありまして、

これは本当に素晴らしいことだと思います。そこでできればこれは本当に大切なことなの

で「増額してでも」ということが本当に現場から出ていますのでこの場でお話をしたいと

思います。２つ目はその場合に、いろいろな国で依頼するときのシステムがやりにくくな

ったのでこれを簡素化してほしい。要するに相手目線でもっと寄贈システムを利用しやす

くしてほしい。３つ目として現場から出ている意見は、行くところには行っているのだが

全体にはなかなか行っていない。先ほどおっしゃった国・地域のめりはりというところも

あるのだが、それも大事にしながらもっと掘り起こしということも重要であるということ

を付け加えたいと思います。 

 

座長：はい。どうぞ。 

 

委員：今、他の委員と西原所長の方からお話がありましたが、まず局所的にはいろいろな

ことがあると思います。私の会社は世界中に550カ所のランゲージセンターを持っていて、

展開している国が 75カ国です。過去の歴史から見ると日本語のレッスン、私どものビジネ

スだけで大変恐縮ですが、６年前、日本語のレッスンというのは世界で４番目でした。こ

れが今は８番目か９番目に落ちています。中国語は明らかに上がってきています。まず、

その事実を私たちはきちんと理解しなければいけない。その上で、いろいろなところでい

ろいろな方々が日本語を教えたいと思っているのはよく分かるのですが、まずトータルで

見るとボリュームは下がっている。これはビジネスとしても下がっている。では何で下が

ってきたのか、ニーズがないから下がってきたのか、それともニーズがあってもきちんと

していないから下がってきたのか、私は多分ニーズと支援はニワトリと卵なので、やはり

ニーズが下がっていると思わざるを得ません。だとするとそのニーズの中でも何が一番ニ

ーズが高いかというところにフォーカスして、そこを引っ張り上げるようにしないと、い

ろいろなことを全部にやってもお金も掛かるし効果も出ないという感じがします。ですか
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ら１つひとつの地域の中でのものは、やはりトータルでどう見るかというのが１つです。

いろいろなメールが先生のところに送られているようで、それはすごく大事なことですが。 

 もう１つ、教材に関しては全くおっしゃるとおりです。ただし今ニーズが下がってくる

とどうしても投資が低くなる。そういう中でどのように教材をリッチにしていくか。全く

お話のとおりで在庫にあるものを使うとか、２番目におっしゃったウェブで集中的に。例

えば国際交流基金などで既存のものと新しいものを全部集中管理して、中身を管理せずと

もインデックスだけでもすべて持っておいて、そこからいろいろなものが出る。結局それ

をプリントオンデマンドでできるようになれば、基本的にハードコピーで見たいという人

は、そこで必要な分だけプリントアウトすればいいわけで、今それは十分にできています。

ただその仕組みがないので、逆にその仕組みをオールジャパンで考えるべきではないかと

思いました。 

 

委員：私は孔子学院の展開だけの話で言ったので、個々のもの、ミクロのものをという意

味ではありません。前回申し上げましたが、韓国の激減なども日本ではなく中国に目が向

いているというところで、そこをどうすればよいかということがとても大事だと思います。

先ほどは孔子学院と私たちの展開という話ですので、個々のもので論じようという気持ち

はないということを追加させていただきます。それからおっしゃるようにウェブも本当に

フリーのものがたくさん出ているのですが、その情報が国内でさえもなかったり、システ

ム化できていない。そこをぜひここでやっていただきたいと思っています。 

 

座長：どうぞ。 

 

委員：マトリックスのどれとは当てはまらないかもしれませんが、今日いただいた資料３

の最後のページから２番目に青い棒グラフがあります。外国語としての学習者数、英語以

外ということで国際比較が出ています。これを見ると、やはり日本語は他の言語と比べて

非常に少ないというのが印象です。中国の孔子学院との関係がいろいろ議論されています。

計算の仕方がいろいろあるのかもしれませんが、この時点で学習者数が全く違います。こ

れを見るとフランス、スペイン、中国、これは国連の公用語として使われているわけで、

スペインは南米もあるので比較ができませんが、気になったのはドイツ語です。ドイツ語

の場合、日本と同じ第２次大戦の敗戦国であったということ、それから国連の公用語でも

ない。そういう共通点があってもかなりいい線を行っている。ヨーロッパの場合、ＥＵの

言語の枠組みというのがあるので日本語とドイツ語の局面は違うのだが、必ずしも中国語

の孔子学院だけを意識するのではなくて、もう少し国際的なやり方、それから日本が世界

の言語の中でどの辺を狙っていくのか、その辺を考えて、ただ孔子と張り合っていくので

は違うのではないかという気がします。あと地域別に考えていくのが大事だと思います。

やはり韓国・中国での日本語学習者が多い。韓国においては確かに中国がライバルですか
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ら、そこで日本がどうしていくかも考えなければいけないし、中国のことで言えば別に孔

子学院がライバルではないので、中国での日本語普及の仕方を考えなければいけない。そ

して東南アジアはこれから日本が期待する場所であるとか、ロシア、中南米、アフリカ、

中南米は別として、それほど日本語が普及していない地域にどうやっていくか。やはり地

域別に戦略を立てていく必要があるのではないかということを考えました。 

 

座長：ありがとうございました。どうぞ。 

 

委員：私は外国からの留学生受け入れを担当しています。最近の傾向ですが今までは中国・

韓国・台湾というのが主流でした。ところが大震災以来、大変な変化が起きており中国も

今減りつつあります。韓国は調査を行うたびに減っており数年前の約 25％です。 

 台湾も一時減りましたが徐々に回復しています。３カ国全体としても非常に減っていま

す。一方ベトナム、ネパール、その他アジアの国は徐々に増えています。その中でもベト

ナムがものすごい勢いで急増しています。昨年１年間で 3,000 名の入学者がありました。

この４月だけでも申請者が 5,000 名を越すという勢いです。今までにない異常な勢いです

が、その原因はいろいろあるかと思います。ただベトナムについては震災時においても減

りませんでした。私はベトナム政府の留学生担当の局長と３年前から留学生交流、ベトナ

ムの大学入学統一試験と高校卒業統一試験の認証制度をつくり上げるということで協議を

してきましたが、基本的にベトナムは、日本に大変関心が高く日本から学びたいというこ

とを盛んに言っていました。問題は日本語が大変難しい。中等教育レベルは英語でやって

いて今は英語圏に行っている。その辺りを比較的安い対価で日本語を習得させれば日本に

関心を持つ若い人たちが行くだろう。それが３年前でしたが、今はその勢いで増えている

状況があります。ネパールについては、大使館の資料を見ても現地での日本語教育はほと

んど行われていない。だがお金を払って直接日本に来る人は非常に増えている。アジアは

地域により日本語に対する関心が高いところもあるということです。そういうところを個

別に検討して伸ばせるところを伸ばしていく。私どものところは高等教育機関に行って留

学生になるという人たちが多いわけです。彼らは日本に来て日本企業あるいは外国企業へ

の就職についての関心が強いです。同様に日本人にも大変関心を持っています。日本に来

て就職するには普通程度の日本語の他にビジネスに使える日本語が必要ですが、ただ言葉

だけではないということをつくづく感じています。やはり日本に来て日本の文化、それも

伝統文化から新しい文化まで、小学生からお年寄りまで、そういう日本人との交流の機会

を増やす。そういうものを通じて日本をよく理解して帰っていただく。それは企業にとっ

ても非常に重要なことです。今後そういうことに力を入れ、単なる日本語だけではなくそ

のバックにある日本文化というもの。日本の大学生を含めて若い人と日本に来ている留学

生、あるいは外国に行けば外国の若い人と日本からの留学生の交流、これは私の経験では

放っておいてできることではありません。大学にはたくさんの留学生と日本人がいるから、
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相当交流されているだろうと思うとそうではない。だから誰かが、どこかの組織がそれを

セットすることができれば、そこに来た人はかなりの交流ができます。そういった努力が

必要であると感じています。 

 それから課題の１つについて、学習者の中に占める高等学校、中学校は数としてかなり

多い。しかしそれぞれの国の教育、特に大学入学試験や教科の選択、その決め方により直

ちに影響を受ける。韓国もそういう動きがあるようです。同時にその第２外国語、あるい

は第３外国語を選ぶ場合、例えば高等学校の場合、現地の高等学校の校長の裁量で決めら

れる場合が多い。そうすると例えば、インドネシアでは大変日本語が高等学校で採用され

ている。しかし日本語を教える先生の量・質は非常に問題が多い。またネイティブの日本

人の先生をたくさん必要としているのだが供給の手だてがない。一方、先ほど来出ている

ように中国では要請があれば直ちに 100人、1,000人と派遣する。どの程度の資格かは分か

らないにしても。そういう状況を考えると高等学校レベルについては、基金だけでの教員

派遣という今までのシステムではもう賄えないということである。より民間の力やあらゆ

る機関の力を借りて、政府は一定のレベルの負担をする。民間は民間で行う。そして相手

国も負担をする。それぞれの関係者が応分の負担をしてその要請に早く答えるということ、

スピードと実行です。日本語教育機関では、３万人の学生たちに日本語を教育して、そし

て大学へ送り込む、あるいはいろいろな日本語教師養成を行っております。そういう要請

があって条件が整えば、あるいは国の仕組みが整えば大いに協力しようというところがた

くさんあります。例えばインドネシアの高校に教師を派遣したり、向こうの先生方を日本

に招いて、日本の学校の授業を見てもらい、指導方法を見ていただいたりできるわけです。

システムをつくればおのずと広がっていくことが考えられるので、こういう機会に省庁の

壁を越えて各機関が協力・連携し、それぞれの国に必要なことを直ちに対応できるような

努力をしていくということが大変重要ではないかと思っております。よろしくお願いしま

す。 

 

座長：ありがとうございました。 

 

西原センター長：今までのお話を伺っていまして、施策等の素案のマトリックス、それぞ

れについてお仕事志向の大人部分と子ども、初・中等教育にに分けられるのではないかと

思いました。 

 戦略的に言えば、マトリックスの公教育の部分を対象とする部分、潜在的には日本に仕

事的に貢献していただける、またはバイラテラルな関係でグローバル人材として活躍して

いただけるような人材に関する部分、教師・教材の教育体制の部分、民間企業との連携、

という部分も、それぞれ２つの学習者層に分けて戦略を立てるべきではないかと思いまし

た。この場は外務省の懇談会ではありますが、外務省だけで成り立つことではなく、文科

省、経産省、文化庁の方もこちらにおいでですから、それぞれとの話し合いの中で戦略の
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優先順位をつくり、できることはできる省庁が、あるいは部署がそれぞれ行うという戦略

につながっていくのではないかと感じました。 

 

座長：ありがとうございました。３つのサブテーマを設けて議論をしていますが、２番目

の教師・教材の問題、教師の問題は少し出ましたが、今教師の問題として委員のご発言が

ありました。私もかねがね日本語教育機関が相当働けるのではないか、つまりそこから外

国へ日本語教師の派遣をすることも非常に大きな日本の武器になるのではないかと考えて

います。その辺はいかがでしょうか。あまり高いクオリティを求めてもうまくいかないと

思いますが、ある程度のクオリティをお持ちの方に現地に行っていただくことがオールジ

ャパンで可能になれば随分違うのではないか。そのためには、今日吉尾さんの方から交流

基金の報告がありましたが、その数の報告で戦略的に行うにはある国がどうなっているか

を相当調べていかないと、その配置がうまくできないのではないかと思います。私もベト

ナムへは何度か行って日本語を教えている方にお目に掛かりましたが、その方々が今どう

されているかさえ分かりません。その辺の情報を一度きちんと調べて。今日のお話はマク

ロな情報でしたが、ミクロな情報もかなり必要かと思います。交流基金ではある程度お持

ちだとは思いますが、出先機関があるのは 21カ国ですから。ですから漏れるところも相当

あるので、何とかその辺のデータがあればと思います。私はエンジニアなのでデータがな

いと動けない人間なので、その辺の必要性もあると思うのですが、いかがでしょうか。 

委員：今のことに関して、最初にも少しお話しましたが、やはり委員もおっしゃるように、

現場にはいろいろな人たちがいますので、その人たちを有効活用するのは大切だと思いま

す。そのときには今いただいた２ページ目に「オールジャパンとしての……」３つ目に日

系企業等との連携不足とありますが、これがすべてに通じると思うのです。企業だけでは

なく、省庁横断もそうですしいろいろなものが一緒になって、例えばグランドデザインを

描いて、そこが何かを一緒にやるというものがないと、できるところがやればいいという

のもいいとは思いますが、そうするとまたばらばらになったりダブりが出てきたりと。お

っしゃったようにミクロで拾い上げていくところは現場からもできる。だけどもっとマク

ロ的な部分も必要だと思うので、それが何か。３つ目のところも「簡便に利用できる……」

とありますが、新たなウェブ教材の開発よりは、むしろ先ほど申し上げたように、あるも

のをどうつないで生かしていくかだと思うのです。そういう意味で、ここでできることは、

みんながつながってグランドデザインを描いた上でミクロをというところがいいと思うし、

教師という意味では本当に現場をあれしていただければいくらでもつながることができる

と思います。私ももったいないと思っています。 

 

座長：ありがとうございました。どうぞ。 

 

委員：１点質問ですが、先ほどの基金さんのお話の中で日本語能力試験が新しい形に変わ
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ったことで受験者が減ったというお話がありました。これは一時的な現象ということなの

か、あるいは何か根本的な問題があるのか、その辺はいかがでしょうか。 

 

吉尾上級審：受験者減の一番大きな理由は中国・韓国です。試験が変わったので受験者が

逃げたというわけではなく、特に昨年の場合は、応募者受け付け時点においての外交的問

題の発生。それからやはり中等教育で外国語の選択から外れるというタイミングがあって、

そこで大票田が動きトータルが落ちたということです。他方、他の国を見ると非常に受験

者が増えているという傾向はあります。今後こういうことが続くかどうかは収入にもかか

ってきますので注視していきたいと考えています。 

 

座長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。オブザーバーの方からご意見が

ございましたらお願いしたいと思います。 

 

芝田文化審：質問ですが、先ほど少し日本語学校も支援があればシステマティックに協力

していただけるというお話でしたが、今、現に日本語学校で自分の力でビジネスとして海

外に進出しているようなところがあるのかということと、もしそれができていないのであ

れば、何がハードルでどこを少し押せばいいのか。最近経産省では 500 億円の基金をつく

ってクールジャパンを売り出すというような事業も始められていますが、そういったよう

なリスクマネー的なところが不足しているのかとか、その辺りをご説明いただければあり

がたいと思います。 

 

座長：よろしくお願いします。 

 

委員：ご質問にぴったりの回答にはならないかもしれませんが、平成 21年度１年間で海外

の機関から委託を受けて協力している機関がどの程度あるかという調査がありますのでそ

れをご紹介いたします。海外の大学から委託を受けているのが 35 件、海外の企業から 14

件、公的な団体から３件、民間団体から 10件。これは日本語事業委託が一部、教師派遣の

委託だと思います。それから実際に各国に行って日本語学校を経営しているところも少数

ありますが、大きな資本がないとこの激動の中では難しい面があります。また国によりい

ろいろな規制があるということでそれほど多くはありません。 

 ただ大手についてはこれから海外でいろいろな計画を持っています。高等学校について

も日本の日本語学校が中国の関係機関と共同で高等学校を設置して、そこで特に日本語教

育を重視して優秀な学生を日本に送ってくるというところもあります。先ほど私が申し上

げたのは学校が丸ごと行くということだけではなく、個々の教員がインドネシアの高等学

校から要請があれば、そこに出掛けていく、あるいはインドネシアの個々の学校の先生が

日本語学校に来て研修をする、授業見学をする、あるいは日本文化を実際に確かめるとい
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うこともできるのではないかと思います。先生方同士でそういうことを行えば、学生も夏

休みに一緒に来るとか、将来は留学に来るとかいうことにつながっていくので、やはり中

等教育、中学校、高校レベルは少し上のようですが非常に重要です。ですから今やってい

るところについては、少なくともこれが最低維持できるように、そういう要請があればこ

ちらは答えなければいけない。先ほどの資料で各国の大使館からの日本語教育の課題とい

うのを読ませていただきました。特にタイなどについてはかなり具体的に書かれておりも

っともだと思います。 

 

座長：芝田さん、よろしいですか。はい、他にございませんか。 

 

岩佐課長：文化庁国語課長の岩佐と申します。文化庁の方は常用漢字とか敬語の使い方と

いう点での、日本語のスタンダードという点で関与しています。この点では魅力的な日本

語を発信できるようなことも考えていきたいと思っていることと、日本国内における外国

人への日本語教育ということもやっていますので連動してやっていきたいと思っています。

文化庁の立場とは少し離れますが 2003 年～2006 年まで北京の大使館で日本語教育を担当

しました。北京大学や精華大学のような名門校の日本語学科の学生、あるいは北京外大、

北京第２外大などの外国語学校の日本語学校、日本語学科の学生とも随分話をしてきまし

た。彼らは優秀な学生ではありますが第１希望は英語がほとんどです。もともと日本語の

勉強がしたいという人は非常に少数です。点数の高い英語に入れなかったので日本語をや

っているという学生が非常に多く、日本語希望者のほとんどは日本語のマンガなどから入

った人です。何を言いたいかというと、すそ野を広げるという観点ではアニメや日本文化

というところから入っていく人が多いのですが、日本語を第１希望にしない、優秀な学生

が入って来ないということは仕事につながらない、留学につながらないという部分があっ

たと思います。ただそういう学生たちも職業や留学、研究に結び付くような、チャンスや

きっかけがあれば切り替えも早い。そういうすそ野を広げるという点と優秀な学生を引っ

張るという観点で両方必要ではないかと感じました。文化庁とは少し離れてしまいました

がご紹介させていただきました。 

 

座長：ありがとうございました。 

 

吉尾上級審：先ほど座長の方から教師派遣が非常に有効な武器になるというお話がありま

したが、基金の教師派遣においてはまさにその肝のところをやっています。 

 ボリュームだけを記載していますが、実際の派遣先は基金の海外拠点です。そこで講座

を展開し、現地教師の指導、教育省の中のアドバイザーとして外国教育のカリキュラム作

成など、政策の中核の部分について影響力を及ぼすというようなポジションにあります。

大学において日本語学科の立ち上げや運営に大きな力を及ぼすところに入り込んでおり肝
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のところでは大きな役割を果たしていますが、その他の産業界まではカバーできていなか

ったということで、その辺りがどうつながっていけるのかということです。なおそちらに

派遣している専門家の任期は２年ですが１年の延長もあります。しかも業務委嘱というス

テータスであり、専門家のステータスとして重要な仕事を担う場合に果たして適切である

のかということも１つの課題になっています。それから配置についても細かな情報分析の

必要があります。少なくともこの百数十名については外務省を通じての要請とか、外国機

関から直接の要請ということで、この部分については非常にフォーカスされた情報を持っ

ていますが、その他のところをどうつないでいくかについての対応はできていません。こ

れをどう広げていくかが重要な課題であると考えています。 

 もう１つ、他の委員のお話に若者の交流を通じて、日本語、日本文化に対する興味から

つながるというお話のところで、今回の説明でちょっと端折ってしまったところがありま

す。１つは基金が日本の大学の日本語学科で日本語教師を目指している人たち（年間 4OO

名程度）にインターンシップの機会を提供し、海外の提携大学に行き、向こうの大学生に

日本の大学生が日本語を教えるということ。これを通じてその技能力アップ、あるいは若

者同士の交流を通じた日本への関心・引き込みに役立っています。そうしてインターンシ

ップを受け入れた大学からの研修生をこちらでプログラムして受け入れて交流を深めてい

るところです。 

 それから文科省さんも 24年度からの事業、SEND事業として、アジアに留学した日本人

学生の留学目的はいろいろだが、その留学目的に加えて現地の大学・高校等で日本語や日

本文化を紹介する活動を始めています。日本語を勉強しているけれども、日本人と日本語

を使って話す機会がない、これに対する１つの答えとして広がっていくことを期待し、基

金としても大いに協力していきたいということで取り組んでおります。 

 

座長：ありがとうございました。このマトリックスの中にもあった JET クラブ、これなど

も非常に有力な手段だと思います。英語圏から JET の、私はブリティッシュ・カウンシル

とずっと関係していますので、来るたびに東京近辺にいる連中と話をしますが、これはい

ろいろいいのもいれば、よくこんなの送ったなというのもいます。相対的にはきちんとし

た英語の普及ということに対しては大きな貢献をしていると思います。 

 あのプロジェクトの逆に日本から若い人を、正式なクオリティの高い先生と言わず、あ

あいう若い人を送り出すのも、先ほどの西原先生の話ではないですが、初・中レベルで日

本の子どもたちに接してもらうということが可能になるので、それも有力な手段であると

かねがね思っています。もう少し時間がありますが他にご意見はありませんか。 

 

西原センター長：先ほど吉尾上級審議役からご紹介のあったスタンダードのことですが、

これは国際交流基金がこれから海外で日本語を展開していくときのバックボーンになるよ

うな理論の展開でして、そのことにより CEFR（セファール）を主軸とした欧州諸国との
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関係、欧州諸言語との関係、およびこのごろ英語国でも CEFR に殉じてカリキュラムを書

き直すというようなことが起こっているので、世界の言語学の潮流と同一の言語教育の枠

組みで話すことができるようになるということで、スタンダードの持つ意味は非常に大き

いと思います。これからの問題としてそれを、CEFR と同じようにまだかなり抽象的なレ

ベルに止まっていますので、各国のニーズにカスタマイズするというようなことをしてい

くことによって、例えば日本語のカリキュラム作成のお手伝いができると思います。これ

はまだビジネス日本語にまでカスタマイズされておりませんが、これから各国が日系企業

の進出を受け入れていくときに、グローバル人材として活躍する人々の仕事のための日本

語を、そのスタンダードにのっとってカスタマイズするということを地道にやっていくこ

とで、人材育成に貢献できたらと思います。このカスタマイズという作業は地道に長く続

けなければならないと考えていますが、それにより世界展開の大きな武器になるのではな

いかと考えています。 

 

座長：そのためにはそれをサポートする国内のスタッフがかなりの数必要ですね。 

 

西原センター長：そうです。 

 

座長：そこをどうするかという問題がありますね。 

 

西原センター長：これに関しては、国際交流基金の予算と、ゲーテ・インスティチュート

やアリアンス・フランセーズなどとの歴然とした差がありますが、でもそれはいきなりひ

っくり返ることはできないので「お金がない」というところから出発しないといけない。

ないときには知恵を絞るということになるかと思うのでそのことではないかと思います。

例えば日本語能力試験も大口のところでの受験者は減っていますが、試験自体を他国の大

規模試験のように、スタンダードに沿って作り替えるということをすることにより、例え

ば大口の学習者を抱えてはいるが、日本語能力試験に適合するカリキュラムになっていな

い国の学習者も参入できるようになると思います。その能力試験のカリキュラムが、例え

ばスピーキングやライティングなどを入れたり、コンピューターライズされることにより、

受験者を相当数増やすことが可能なわけです。そのようなことをお金ないけれど開発努力

はするという工夫をしながらやっていくところが必要なのではないでしょうか。 

 

座長：他の国に比べると少し悲しいような感じもしますが、おっしゃるとおりだと思いま

す。他にございませんか。 

 

委員：少しずれるかもしれませんが。今、能力試験の話が出ましたので、スピーキングの

試験が入ることでまた魅力が増すと思います。以前も何回かトライされて、まだ実現はし
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ていませんが、やはりこの辺りも予算が付いてそれこそオールジャパンという形で、先ほ

ども民間でという１つの選択肢という話もありましたので、もう１回考えていただけると。

基金は本当に少ないスタッフでいろいろやっていらっしゃいますが、その辺りをもう少し

広げてやっていくとある意味で間接的に魅力が増すのではないかとずっと思っております。 

座長：ありがとうございました。他にありませんか。岩佐さん何かありますか。 

 

岩佐課長：今日は時間がないと思って説明をしませんでしたが、お手元に「国内の日本語

教育の概要」という資料を配布しております。これは１年に１回の調査ならびに発表です

が、日本国内において日本語を教えている機関の数、またそこで学ぶ学習者の数を大学な

どの高等教育機関、その他の地方公共団体、教育委員会が主催する、または国際交流協会

などが主催しているものも含めて日本語を教えている機関の数、教師・学習者の数をまと

めたものです。それが前半で５ページからは教師の養成状況です。日本語教師を養成して

いる機関数、学習者の数を発表したものになっています。大ざっぱに見ると 23年度、地震

があった年ですが、平成 23年度ががくんと下がっています。機関数はそれほど下がってい

ないが学習者の数が下がっていることが特徴になっています。海外からの留学生の数も減

っているのでその影響もあると思いますが、バックデータとしてご紹介させていただきま

した。 

 

座長：ありがとうございました。先ほどの委員の日本語教育機関のお話ですが「留学生 30

万人計画」をまとめる際に私が強く意識したのは、日本語教育機関が日本の大学への進学

者の大きな供給機関になっているという点です。そこの学生の数が減ると留学生も激減す

る。主な供給先は中国でしたから、中国が減ると最終的に留学生が激減する可能性がある

ので、そういう点でいうと非常に大きな問題を抱えているという気がしています。3.11 の

後、留学生全体として減りましたが正規の留学生はほとんど戻ってきています。しかし日

本語教育機関にいた学習者はあまり戻らなかった。そういう状況がいまだに続いているの

でその辺も心配です。先ほど日本語教育機関が外国に出ているかという話がありましたが、

それどころではないという状況もあるようです。ありがとうございました。 

 それでは時間になりましたので、本日の議論は以上としたいと思います。この３つのサ

ブテーマ、①日本語学習への動機付け、②教師・教材の問題、教育機関が抱える問題、孔

子学院をかなり意識しての議論ですが、③それとオールジャパンとしての関係機関、民間

企業との連携等。１番、２番については相当ご意見が出ましたが３番目が非常に大きな問

題なのでこれをどうしたらよいかということです。「あり得べき姿」という議論は出ました

が具体的にどうすれば良いかという点については案が出ていませんので、この辺は少し事

務局と相談の上補強し、案を作る等して、先ほどのマトリックスを充実させて、また先生

方のご議論の材料にしたいと考えております。それでは本日は以上といたします。 

 政務官、先ほどご挨拶をいただきましたが、ご発言はございませんか。 
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 それでは以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（終了） 


