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「海外における日本語普及に関する有識者懇談会」（第 7 回会合） 
平成 25 年 12 月 20 日 

 
高田課長：恐れ入ります。定刻を過ぎております。岡田先生がまだご到着されておられま

せんが、そろそろ議事を始めたいと思います。 
 私は、島田の後を引き継ぎまして、11 月 1 日に着任をいたしました文化交流・海外広報

課長の髙田と申します。最終回のみでございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 本日は、最終報告書についてご討議をいただくことになっております。それでは座長、

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
座長：おはようございます。あっという間の第 7 回という感じですが、早速開会させてい

ただきます。本日、岡田委員が少しお遅れになるということはただ今ご紹介のありました

とおりですが、残念ながら尾﨑先生のご都合がつきませんで、ご欠席ということになって

しまいました。よろしくお願いいたします。 
 それでは、私のほうから、恒例によりまして、前回の会合の内容について総括をさせて

いただきます。前回は、まず吉尾国際交流基金上級審議役から、2012 年度の日本語教育機

関調査の最終結果の速報と分析結果について、また外務省および文化庁から日本語普及に

関連する予算要求の現状等について、それぞれご報告をいただきました。その後、審議に

移り、さまざまなご意見をいただきました。それらをまとめますと、以下の 5 点になるか

と思われます。まず 1 番目は、日本語教育関連施策を実施していくには、他省庁や政府機

関の事業、例えば観光施策、さらには民間企業の活動等との連携をはじめとして、現地の

日本人駐在員の活用や、来日している外国人観光客向けの事業等も念頭に置いた事業展開

が必要ではないかというご意見です。この件に関しては、同様のご意見がいくつか出まし

たので、まとめた形でご紹介を致しました。 
 2 番目が、今回の基金の調査で、機関の方針が日本語学習の理由として大きい影響を与え

ていることが判明したため、日本語教育導入決定権者等への働きかけに際しては、中等教

育段階、高等教育段階、社会人段階の一連の流れの中で理解できるよう、出口論も含んだ

日本語学習の魅力や有用性を提示することが必要ではないかというご意見です。この点は、

私も非常に重要だと思っております。インドネシア等で中等教育段階で日本語が導入され

ましたが、それが高等教育に結びついていかないという問題があります。今後、この辺に

ついて、しかるべき施策を講じていく必要があると思っております。 
 3 番目は、特に東南アジアで、中等教育レベルでの学習者が急増しておりますが、これら

の学習者を高等教育においても、日本語選択につなぎ止めるため、中等教育から高等教育

への連続性、連携性を図る施策を講じていくことが重要ではないかという 2 番目と同一線

上のご意見です。 
 それから 4 番目が、長期的な日本語普及のためには、現地人教師育成のための環境整備
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を充実する等、地域ごとの持続可能なシステムづくりを目指すことが必要ではないかとい

うご意見です。インドネシアで日本語を教えていただいている現地の方で日本に来られた

方がほとんどないという状況です。その辺も今後の施策に取り入れる必要があるのではな

いかと思います。 
 最後の 5 番目は、日本語学習者のボリュームゾーン以外の国、地域においても、各在外

公館に日本語普及担当官を据え、現地のニーズに合ったきめ細かい対応を行うことが必要

ではないかと言うご意見です。これができれば非常にいいですね。これまで何度も申し上

げていますが、日本版ブリティッシュ・カウンシルをぜひつくるべきだと思っております

が、最近のような財政状況では、叶わぬ夢というところでしょうか。せめて、ただ今ご紹

介したご意見のように、日本語普及担当官を、主な在外公館中心でもいいと思いますが、

置いていただければ、状況は大きく変わるのではないかと思います。 
 以上、前回出ましたご意見を 5 点に要約してご紹介申し上げました。 
 次の議題は、最終報告書についてです。お手元に最終報告書、まだ「案」が付いており

ますが、お配りしてあります。特に本日はこれについて議論はいたしません。すでに委員

の皆様から多くのご意見をいただいておりまして、最終報告書（案）はそれらを反映した

ものになっております。ということで、本日は特に議論することはいたしませんが、特に

ご発言の向きがありましたらお伺いいたします。いかがでございましょうか。よろしゅう

ございますか。 
 それでは、（案）を取りまして、最終的な報告書としてお認め頂いたということにしたい

と存じますが、よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。それでは、そ

ういうことにさせていただきます。 
 それでは、座長として、最後に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 
 いつ始まったのか定かに覚えておりませんので、先ほど伺いましたら、第 1 回の会合は 3
月だったそうです。まさに駆け足で 12 月までの 9 カ月の間に 7 回の会合をこなしたことに

なります。委員の皆様本当にご苦労様でした。 
 スケールが小さかったので留学生センターとは呼ばせて頂けなかったのですが、東京工

業大学に留学生教育センターが誕生したのが平成 2 年だったと思います。センター長にあ

る方がほぼ決まっていたのですが、急にその方が辞退されまして、私にお鉢が回ってきて

しまい、外国人にいかに日本語を教えるかというコミュニティに入れられてしまいました。 
 当時、日本語振興は絶好のチャンスを迎えていました。アメリカその他の国々で、科学

技術日本語のブームが起きていました。その状況を調査すべく、文部省が、水谷先生を団

長にした訪米団を組織し、私もその一員に加わり、NSF やジョンズ・ホプキンス大学等を

訪問しました。訪れた全ての機関で、日本語に対する強い熱気を感じました。そういうこ

とから、チョムスキーのお弟子さんであるエリーノア・ジョーデン先生からいろいろなお

話を聞く機会に恵まれました。私は日本語教育に関しては、全くの門外漢ですが、随分色々

な事を勉強させて頂きました。 
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 その後、シアトルのワシントン大学の私の友人でもある、地震工学専門の教授が、日本

でインターンシップを義務とした大学院のコースを創りました。MIT にいらした筒井先生

をヘッドハントして、意欲的にやっておられたのですが、日本の企業の対応があまり良く

なくてそれほどうまくいかなかったようです。最初のうちはうまくいっていたのですが、

日本の景気が落ち込んで、協力する日本企業の数も減っていったようです。この会合でも

ご意見が出ましたが、日本語振興にとって日本の企業の役割が非常に大きいということを

その時に、強く感じました。 
 その次の年だったと思いますが、エリーノア・ジョーデン先生を座長にして、外国人に

いかに日本語を教えるべきかというテーマで、シンポジウムがシアトルで開かれました。

これも非常に大きな思い出として残っております。そういうことからある程度の人脈がで

きましたので、それを利用して、何人かの方を東工大に日本語担当の教員としてヘッドハ

ントしようと考えましたが、ことごとく失敗しました。まず最初がここにいらっしゃる西

原先生です。水谷先生にお願いに参りましたら、「それだけは絶対にだめだ」とひどく叱ら

れました。それから次が尾崎先生です。モナシュから帰ってきて名古屋に行かれたばかり

だったのですが、亡くなりました江藤淳先生が、履歴書の写真を見て、「この髭がいいよ」

と大変気に入られました。尾崎先生にお電話しましたら、「いや、名古屋に来たばかりなの

で、勘弁して下さい」で駄目でした。もう一方、ここにはいらっしゃいませんが、皆さん

よくご存じの方も失敗でした。今回、たまたま、日本語振興の座長を引き受けさせていた

だきましたが、これも、何かの御縁かなと思う次第です。これは多分未だオフレコになっ

ているのだと思いますが、来年度は、日本語振興関係で大変大きな予算がつくようであり

ます。われわれ苦労した甲斐があったようです。ふたを開けてのお楽しみということでお

待ちいただきたいと思います。 
 委員の皆様には、本当にお世話になりました。ありがとうございました（拍手）。 
 それでは国際文化交流審議官、一言。 
 
齋木国際文化交流審議官：国際文化交流審議官の齋木でございます。今座長からもお話が

ございましたけれども、3 月の第 1 回会合から 10 カ月という長い期間にわたり、その間 7
回会合を開催いたしまして、そのたびごとに大変有益な濃密なご議論をいただきましたこ

とをあらためて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。 
 本日、最終報告書をおまとめいただきまして、この中に含まれております分析、そして

提言についてしっかりと受け止めて、外務省のみならず国際交流基金、文化庁、その他関

係省庁一丸となって、また、当然のことながら、大学、研究機関その他民間の機関の方た

ちとも相談をしながら、オリンピック・パラリンピック 2020 の招致のときのかけ言葉です

が、まさにオールジャパン、チーム日本ということで、日本語教育の海外での普及に努め

てまいりたいと思います。 
 今座長から、すごくいいお話があるかもしれないというご発言があったのは、恐らく国
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際交流基金の中にアジアセンターを立ち上げるということを言っていただいたのかと思い

ます。先週の１２月１２日（木）でございますが、今年度平成 25 年度の補正予算について

の閣議決定がありました。当然、これから国会の審議で、国会の議決をいただかないと予

算にはならないわけですけれども、閣議という形で政府の決定が行われたその一つに日本

とアジア、特に今回は日・ASEAN 友好協力 40 周年ということで、ASEAN の 10 カ国をま

ずは念頭に置いておりますが、ASEAN10 カ国に限られることなく、中国や韓国やモンゴル

や中央アジア、あるいはインドやパキスタンや、アジアを広く捉えていきたいと思ってお

ります。 
制度設計や細かいことはこれからなのですが、今申し上げた 2020 年のオリンピック・パラ

リンピックを一つの節目と考えて、今年から 2020 年までの 7 年間、アジアの国の日本語教

育と双方向の文化・芸術交流という 2 本の柱でつないでいきたいと思っております。おか

げさまで大変大きな補正予算の金額を認めていただくことができまして、加えて、これは

今日まさにこれから第 2 セッションの来年度の本予算についてのあらましが見えて、週が

明けまして閣議決定になるのですが、その中で日本語教育については重要だということで、

何とか要望枠で認めていただいて、今申し上げた今年度の補正と来年度、そして 7 年間か

けての通常予算全体を足し込んで、ここだけの話ですが、300 億円以上の大型なプロジェク

トをしっかり組むということになります。先ほど座長からもお話がございましたけれども、

現地人の教師育成のための環境整備を充実して、サステイナブル、持続可能な教育という

ようなことも視野に入れて、IT を活用した教育、あるいは、今念頭に置いておりますのは、

アジアの諸国に 3,000 人以上の日本語パートナーズ派遣プロジェクトということで、日本

語を教える方をバーッと集中的に派遣して、そこでパッと環境整備を進めると、そのよう

なことであります。これからも、いろいろな形でご助言、ご指導を賜りたく、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。 
 この後、お昼をもたせていただきますので、そこでもいろいろご意見を頂戴したいと考

えております。 
 
座長：ありがとうございました。それでは、せっかくの機会でございますので、順に一言

ご感想をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
委員：時間もないので、簡単に申し上げます。 
 後半のところ、私は仕事の絡みがうまくつかなくて欠席が続いて、大変申し訳ございま

せんでした。ただ、この最終的な報告書を読ませていただいて、私がお願いしていたこと、

特に IT 化の所がしっかり書かれており、大変よかったなと思っています。 
 一言感想を申し上げますと、私はどちらかというと、IBM という環境にいたり、ベルリ

ッツという会社におりましたので、英語をいかに日本の中に広めるかということをずっと

言っていたわけなのですが、実は今度は逆の流れというのも変ですが、一つの流れとして
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日本語を世界に広めるということ、当初考えていた以上に、実はこれが非常に大きなこと

であるということを私自身も大変勉強させていただきまして、この二つの流れということ

が日本を国際化していくうえで大事な要素であるということをつくづく実感しました。今

回、こういった場をいただいて、私自身が何が貢献できたかわからないのですが、逆に、

私自身が今度は勉強させていただいたことについて大変お礼を申し上げたいと思いますし、

また、今後ともぜひいろいろご指導いたければと思います。どうもありがとうございまし

た。 
 
座長：どうもありがとうございました。 それでは委員、よろしくお願いします。 
 
委員：7 回ともお世話になりまして、ありがとうございました。正直申し上げて、海外での

日本語普及がこれほど国際交流基金さんを中心に努力されているという実態を今回 7 回通

して初めて把握をいたしました。一民間企業の立場として、まだまだ協力できていない部

分が多々あるなということを痛感しましたので、先ほど国際文化交流審議官のお話があり

ましたように、東京五輪、それから和食も世界無形文化遺産に認定されましたので、これ

からますます日本文化、日本に対する関心が高まると思いますので、オールジャパンでぜ

ひこの施策を推進していきたいと思いますし、民間企業としても可能な限り協力はさせて

いただきたいと思っております。7 回の間、大変お世話になりました。ありがとうございま

した。 
 
座長：どうもありがとうございました。 
 では、委員。 
 
委員：このたび、このような会に参加させていただき、大変勉強になりました。あらため

て大きな視点から日本語教育を見るということの大切さ、重要性、そして私たちが何に取

り組んでいくべきかということも十分考える機会をいただきました。特に、今回のこの提

言の中で、中等教育から高等教育へのアーティキュレーションが重要であるということも

組み込まれておりますが、現在、私が関わっているプロジェクトで東南アジアを回ってい

るのですが、その点を痛感しております。この新たな課題を初めの 1 歩として、これを大

きな流れに変えていくのが次の課題であり、次の我々の仕事であると感じました。ますま

す勉強しなければならないと感じたこの 7 回の会合でした。本当にありがとうございまし

た。 
 
座長：ありがとうございました。 
 では、委員。 
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委員：私は現場の声を本当にいろいろな方に聞いていただけて、それを盛り込んでいただ

けたのを本当にうれしく思います。 
 一つお願いですが、じっくりとこの報告書を読ませていただいて、良かったなと思った

のですが、これをやはりいろいろな人たちが見た中で、私たちの期待していることが動い

ていっているんだということを、「やっているでしょ」では見えないので、発信の部分をぜ

ひ工夫して、そうするとますます現場の人たちもやる気と元気が出てくると思いますので、

そのことをお願いしたいと思います。ちょうど今、国際文化交流審議官がおっしゃったこ

とが 14 日の日経に出ていまして、「ああ、アジアセンターができて 300 億なんだ」という

ことで、私もすごくここでうれしい気持ちで読んでおりました。 
 明日、私は朝早くインドネシアに出発します。またあちらでもいろいろなことを吸収し

てきたいと思います。今動いているなということを、本当に現場の教師が思っているとい

うことだけお伝えしたいと思います。これは、この外務省の有識者会議にかけるみんなの

期待が大きかったし、今もかけているということをぜひよろしくお願いします。ありがと

うございました。 
 
座長：どうもありがとうございました。 
 委員、お願いします。 
 
委員：最初と最後しか出られなかったのですが、この日本語の問題は、恐らくピースの一

つだと思います。日本が本当に働きやすい、学びやすい、暮らしやすい社会をつくってい

くという大きなデザインの中に、日本語の普及や日本語教育の問題をどうやって考えてい

くかというのがまさにオールジャパンの課題かなという気がしています。今後ともよろし

くお願いします。 
 
座長：ありがとうございました。 
 それでは委員。 
 
委員：ありがとうございます。私が今回の懇談会に参加させていただき、一番驚きといい

ますか、今さらながら勉強になりましたのが、特に海外の中等教育における日本語教育の

現場ということだったということと、もう一つは、なんとなく中国語や韓国語、海外に対

する海外広報の中で、それぞれの国語の普及ということが英語あるいは日本語のプレスの

中で非常によく報道されていて、だんだん日本語を学ぶ人々が世界中で減っているのでは

ないかと思っていたものが、実はパイそのものが相対的に減っているということがあるか

もしれませんけれども、絶対数は必ずしもそうではなくて、非常に大事な、何十年にもわ

たって現場の先生たちが世界中でつくり上げてきたものが、今も健全である。しかし、そ

れにあぐらをかいてはいけない。そこをどのようにこれから、もっといろいろな形でいろ
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いろな人々、例えば、日系の方々がそれぞれの国でヘリテージ・ランゲージとしてどのよ

うに日本語をつなげて、コミュニティの中で日本に対する理解を広げていくかというよう

な、いろいろな角度がそれぞれ今回の発表の中で、あるいは討議の中で浮かび上がって、

大変私にとってはありがたく、またぜいたくな経験でした。 
 齋木さんが最初におっしゃったように、2020 年、東京でオリンピックが開催されるわけ

ですけれども、開催決定の日に、皆さんもそうだったと思うのですが、4 時半ごろに起きて、

ブエノスアイレスからの中継で 5 時 20 分ぐらいだったと思うのですが、発表の瞬間を見た

後に、私は 3 時間ぐらい早く起きすぎてやることなかったので、Twitter やソーシャルメデ

ィアの検索をしていましたら、その前の日までは福島の汚染水の処理ですとか、本当に大

丈夫なのか、安倍総理はそういうことを言っているのですが、本当に決まったらまずいの

ではないかという声が、いっぺんに 7 年後に一つの共通の目標ができて、デッドラインつ

まり期限が切られたことは、日本人にとって、日本全国にとってとても良かったことだと

思っています。もちろん、原発の問題もそうですけれども、もっとポジティブに、世界に

対して日本がどのような国で、どのような未来を見いだそうとしているかということを、

その 7 年の期限の中でそれぞれが、あるいはみんな一緒に探ってつくっていこうというこ

とです。 
非常に非科学的な調査方法ですけれども、いろいろなキーワードを入れていきますと、そ

ちらのほうにこの 7 年間のリミットが切られたことの、一つの大きな、多分瞬間的に起き

た発想の転換というものが目の前で展開するのを見て驚きました。しかし、やはり日本人

は、デッドラインが切られると強いなと思った次第です。そのようにアジアセンターが出

来上がっていくということを楽しみにしたいと思いますし、努力を私もやっていきたいと

思います。ありがとうございました。 
 
座長：ありがとうございました。では、委員。 
 
委員：私は、この懇談会が比較的短期間の中でいいレポートをまとめていただいたと思っ

ています。これは、座長の名リードと、そして事務局を担当された外務省の文化交流・海

外広報課、国際交流基金の皆さん方が非常に熱心にサポートしていただいたおかげも大き

かったのではないかと思っています。そして何よりも、このレポートが出た今の時期が非

常にタイムリーだったと思います。そして、国の予算の確保にこれが非常に役立ったとい

うことも、非常にいいと思っています。一般的に、こういうレポートはまとめてどこかに

いずれは忘れ去られてしまうというのが多いのです。今回のレポートは、実際予算が計上

されないと施策が生かされないという意味で、予算が通らなかったらどうなるのかなと思

っていたのですが、今報告を聞いたら、予想よりもはるかに大きな予算が確保できたとい

うことで、とても良かったのではないかと思っています。 
 私はこの懇談会で申し上げたのですが、これからは政府だけでなくて、いろいろな民間
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の関係者、それから現場の日本語教育機関の先生方なり関係者と協力してやっていくと力

が倍とは言いませんが、今までよりもより多くのものができるのではないかということを

申し上げてきたのですが、この懇談会の内容をこれから実施する中で、そういう協力体制

が書かれています。実際に実施するに当たっての協力体制というのも引き続きご配慮いた

だいて、関係者が気持ちよく協力できるようにいろいろやっていただけるとありがたいと

思っています。前回も私は申し上げたのですが、日本に来て日本語を勉強する人たちの受

入国も非常に変わっているのです。中国、韓国、台湾が主流だったけれど、今はベトナム

やネパールなどアジアの国の若い人たちが今日本に対して関心が高まっている時期です。

ですから、そういったアジアの新しい動き、若い人たちが日本に関心を持っている、それ

をどうやって結びつけて施策なり事業に反映させていくかということが非常に重要だと思

っています。ぜひよろしくお願いします。 
 
座長：ありがとうございました。それでは、委員。 
 
委員：議論を通じまして、私自身も非常に勉強させられたところが多かったのですけれど

も、意義深い報告書が完成して大変うれしく思っています。 
 今回の報告書は、三つぐらいの意義づけができるかと思います。一つは、根本的なこと

ですが、外務省が主導してされたということです。国際交流基金でもこういう議論があっ

て、有識者会議のようなものに私もかつて参加したことがあったのですけれども、やはり

外務省の本省が音頭をとってされたということ、このインパクトは非常に大きかったので

はないかと思います。 
 それから二つ目には、非常にタイミングも良かったといいますか、日本語教育がいろい

ろ難しい問題を抱えているところで日本の文化を発信していく、クールジャパンとかそう

いうことも必要なのだという、そういう流れの中で、日本語教育がいかに大事かというこ

と、これが今回の報告書で発信できたのではないかと思います。 
 三つ目には、報告書の内容が非常に具体的で多岐にわたっていまして、急いでやらなけ

ればならないこと、長期的視野に基づくこと、メリハリをつけた報告書にまとまったので

はないかと思います。そういうことで非常に良かったと思うのですが、問題は、日本語教

育というのは、1 年、2 年で片付く問題でなくて、10 年 20 年、あるいは 30 年という非常

に長いスパンで考えないといけないということです。この報告書は一つの起点になると思

うのですが、長い視点で、これは政治、行政の問題になってくると思いますけれど、取り

組んでいただけるといいかなと思っています。ありがとうございました。 
 
座長：ありがとうございました。それでは最後に西原所長。 
 
西原所長：私は、委員の 1 人というよりも傍聴者として、片足が国際交流基金にあるとい
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うような形で参加させていただきました。そして最終的にこのような立派な報告書をお書

きくださって、これが先ほどの国際文化交流審議官のご報告にもあったように、実際の施

策につながるような結果を生んだということを本当にありがたく思っております。という

ことは、私ども国際交流基金をはじめ、外務省とのつながりの中で大きな宿題をいただい

たということになります。予算が無駄づかいだったとか、やり方が批判を浴びるというよ

うなことにならないように、しっかり頑張っていきたいと思いますし、オールジャパンと

いう言葉を何回かお聞きしましたけれども、先ほど国際文化交流審議官のおっしゃったジ

ュニアおよびシニアを 3,000 人、日本語大使でしょうか、何かそういう形で海外に出すと

いうときには、本当にオールジャパンでご協力をいただいて、その 3,000 人の方々を送り

出していかないとといけませんので、引き続きいろいろな方にお願いに伺ったり、ご協力

を仰いだりすることになると思いますけれども、ご支援のほどをよろしくお願いいたしま

す。 
 
座長：ありがとうございました。それでは以上で終わりにしたいと思います。9 カ月という

それほど長い期間ではございませんでしたけれども、大変なご協力をいただきまして、あ

りがとうございました。衷心より御礼を申し上げます（拍手）。 
 


