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「第４回  海外における日本語普及促進に関する有識者懇談会」 
平成２５年６月１７日 

 
島田課長：委員の先生方、今日もお忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうござい

ます。定刻になりましたので第４回会合を開催させていただきます。本日は若林政務官が

国会対応で２時半ごろにおいでの予定です。先に始めてほしいということですので開始さ

せていただきます。それでは座長よろしくお願いいたします。 
 
座長：お暑うございます。本日の会合は第４回になります。具体的な議事に入ります前に、

毎回行っていますが前回の議事の内容概略とご意見等について簡単にご紹介をさせていた

だきます。前回の第３回会合では４名の方にプレゼンテーションをお願いしました。まず

住友商事の岡田氏からは「ベトナム、ダナン市における CSR 活動としての日本語教育・文

化交流活動」について、続いて海外産業人材育成協会総合研究所 日本語教育センター上席

日本語専門職の神吉氏から「HIDA（ハイダ）研修事業等から見た日本の企業サイドからの

日本語人材育成ニーズ」についてご報告がありました。 
 また竹内前在デトロイト総領事館首席領事、および伊藤国際交流基金ロサンゼルス日本

文化センター所長から「在デトロイト総領事館による日本語学習支援」それから「米国に

おける日本語教育の現状と官民による支援状況」について、それぞれご報告をいただきま

した。これらの報告を踏まえ、各委員から頂戴したご意見の主なものをご紹介させていた

だきます。まず海外に定住する日本人シニアを日本語教育の補助員として活用するべきで

あると言うご意見、また現地進出の日系企業による日本語教育支援、例えば大型店舗内の

スペースにおける、オールジャパンによる日本語を含む日本の総合文化紹介イベント等を

開催する試みは効果があるのではというご意見です。２番目が官民連携を検討するにあた

り、CSR として日本語教育や文化交流を実施している企業のリストを把握・活用すること

が有用であると言うご指摘です。私も全く同感で、日本はいろいろなことをやるのですが、

その証拠が残り難いという問題があるので、そういう面で貴重なご意見かと思います。そ

れから米国のアドバンス・プレイスメントの日本語受験者は総じて質が高く、この方々は

我が国が今後取り込んでいくべき人材であるので、その後の情報を把握し日本への留学支

援をするなど、フォローアップが重要であると言うご意見が出ております。同じようなフ

レームワークのご意見で、データをきちんと取るべきであると言うご指摘もありました。

最後が米国での中等教育機関での日本語教師の半数が日本語非母語話者である、その意味

でその人たちの養成が重要だが、中等教育機関の教師は長期に亘り現場を離れ研修等を受

けることが困難なことから、これら非母語話者の教師育成のためにはオンライン教材の開

発が必要かつ有効であると言うご意見です。他にもご意見をいただきましたが主なものは

以上です。 
 本日も前回同様にご発表をいただきますが、最初に増田東京国際ビジネスカレッジ学校
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長、次に熊谷国際協力機構青年海外協力隊事務局次長、３番目に神代文部科学省初等中等

教育局国際教育課長、４番目に岩佐文化庁国語課長からとなっております。当初の予定に

はありませんでしたが、外務省の方から「英国における外国語教育に関する報告」、また経

産省の方からは「アジア人材資金構想の成果と今後の展開について」の報告をしたいとい

う申し出がありました。先ずすべてのプレゼンテーションを行っていただき、その後、ご

意見を頂くことにしたいと思います。よろしくお願いいたします。なお増田氏、熊谷氏に

つきましてはお１人 15 分程度、文科省の神代課長と岩佐課長にはお２人で 15 分、少し厳

しいかも知れませんが、よろしくお願いいたします。それでは早速ですが増田学校長から

始めたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
増田氏：ご紹介賜りました学校法人 創志学園東京国際ビジネスカレッジの増田と申します。

私どもの学校は浅草橋にあるのですが、もう１校、日本健康医療専門学校という柔整・鍼

灸を主にしている学校があります。こちらでも留学生を受け入れております。この２校を

対象にアンケート調査をし、こちらを基本にしてお話をさせていただきます。今後当校と

いうような言い方をした場合この２校が対象と思ってください。現在この２校には留学生

が 787 名在籍しています。 
 15 分の持ち時間ですので重要な点に絞って問題提起・提案をさせていただきます。よろ

しくお願いします。 
テーマは「日本語普及のための日本型・教員養成の提案」です。次のページです。問題

提起は日本語教師の育成と確保の問題です。今日は専門の先生方がいらっしゃると思いま

すのでお話をするのもちょっと僭越ですが、海外における日本語教育は「日本人教師によ

る直接教授法」と「外国人教師の媒介語を使用した間接教授法」がございます。先ほどそ

んなお話も過去に出たというご説明を伺いましたが、英語の場合でいうと日本人の教員が

日本で日本語を交えて英語を教えるという状態を間接教授法と、仮にさせていただいてお

ります。実は私どもの学校の留学生からアンケートを採りましたところ、その多くが初期

段階において外国人教師から日本語を学んでいます。当校で学ぶ外国人留学生の 76％、747
人のアンケートでは、564 人が母国で日本人ではなく、外国人教師から日本語を学んだとい

う結果が出ています。そこからの問題として外国人教師の授業レベルの格差、そして間接

教授法の教材テキストの不備による授業の理解度の低下、またテキストは現地作成で非常

に手作り感のあるものであったり、結果的に学習者減に影響する恐れがあるという状況の

問題提起をさせていただきます。 
 次のページです。これまでも日本語教員の確保についてはテーマに上がっていたことと

思いますが、私の今回の提案は日本国内で学ぶ留学生を日本語教師として育成・活用する

ということです。留学生は日本語への内発的動機を持ち、日本留学という外発的動機を具

現化した存在です。また日本文化を理解し日本のソフトコンテンツへのリスペクトは我々

日本以上でもあります。さらに日本語教師という職種に対して大変肯定的です。先ほどの
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アンケートの中でも 747 人中 389 名、全体の 52％が仕事としての日本語教師に肯定的でし

た。 
 次のページです。私どもは中国の洛陽でウェブ授業をしています。中国の洛陽第 12 中学

からの要請で、私どもの日本語教師が「webQQ（ウェブ QQ)」 を使って現地で週１回、

日本語の授業をしています。ここにも書いてあるように週２回は現地で中国人の先生が日

本語を教えており、週１回私どもの日本人教員が 80 分の授業をしている。そういうことを

トライアルでこの４月から始めております。そういう中、外務省の方々にこの授業視察に

きていただきました。その折、学内で日本語教員志望の学生に声をかけたところ、26 名の

学生が参加し、外務省の方と交流会をさせていただきました。当日参加した留学生の女の

子がフェイスブックに挙げたものをお手元の資料に紹介しています。「外務省の人と日本語

教育問題について交流しました。みんなの発言は素晴らしかったです。日本語の魅力を全

世界に伝えたいという気持ちはとても強いです。私も発言しました。でも、とても緊張し

たのでたくさんのことを言い間違った」そのように書いてありました。 
次のページもそうですが、韓国と中国の学生です。韓国の学生のものは皆さんのお手元

に別紙で１枚付けてあります。ちょっと誤字もありますがそのままのものです。こちらを

見ていただくと彼らの日本語に対する興味やリスペクトしている具合が非常に伝わってく

ると思いますので、参考と書いてある１枚の資料をご覧いただきたいと思います。もう１

人は、サイさんという中国の朝鮮族の子なのですが、中国の語学学校で韓国語教師をして

いました。 
「私は別に日本に興味はありませんでしたが、その人たち（中国の大学生で日本語を学

んでいる人たち）から日本のアニメが大好き、日本で桜を見たいという話を聞いたことが

きっかけで日本語を学ぶようになった。」そのような報告をこの中に入れてあります。特に

東日本大震災、そして日中問題などといった中で、母国の親から「帰ってきなさい」と言

われながら、日本に残り学び続けることを決めた留学生たちは今までの学生とはマインド

も違うのではないかという感想を持っています。 
 続いて提案２、次のページです。「メソッドと資格」という形で、実は先ほどの日本語教

師の仕事に肯定的な留学生 389 名に加えて１つ質問しました。「日本語教師になる勉強をし

たいか」という質問をしたところ、86％、366 名が「勉強する機会があれば勉強したい」

と答えており、ここに大きなヒントがあるように思います。いわゆる日本に来たからこそ

学べたという象徴的なプログラムが必要で、また、こうした開発が求められているのでは

ないかと思っています。実は私の今回の提案の中核をなすものが次の１と２です。１つは

外国人が母国語を使い初級日本語を教えるためのメソッドの開発です。次が外国人日本語

教師（指導者）をイメージした資格（認定）の付与です。彼らは母国で日本に興味を持ち、

そして日本語を学び始めた。また日本へ留学することを決めた。その彼らが日本へ留学し、

我々日本人や日本文化に触れる中でさらに日本が好きになって、母国で日本語を教え広げ

る立場になりたい。そのように思っているとすれば、彼らにも十分日本語教師の資格があ
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るのではないかと考えています。そして彼らの期待に応えるためにも、他の言語の語学教

師に負けない日本語教育技能を持たせることが必要ではないでしょうか。要するに世界中

で日本が好きで、その日本での留学経験を語りながら、日本語を教えてくれる日本語教師

を輩出することが結果的に日本語普及に最も的確ではないかと考えます。 
カリキュラム案として、日本語力・授業力、日本文化・教養、専門知識・経営とさせて

いただいております。後程説明しますが、日本語力には声優教育といったサブカルチャー

の部分を少し入れていくのも１つかと思います。さらには、学生たちと話している中で「日

本語学校を経営したい」という声も出てきています。日本の教室経営、日本の塾マネジメ

ントというのは世界の中でも目を見張るものがあります。そのような教室経営のマネジメ

ントなどもこのカリキュラムの中に入れていくことも一案ではないかと思います。 
 次のページです。日本特有のサブカルチャーを活用した言語メソッドの開発です。私ど

も学園グループの中にクラーク記念国際高等学校という学校があります。この秋葉原キャ

ンパスには声優コースがあるのですが、声を発声するという中で本人に自信を持たせると

いう教育カリキュラムから、今は非常に専門性が高くなり在校生の中でもプロの声優が２、

３名出るぐらいのレベルになっており、非常に人気のあるコースになっています。私も彼

らの卒業式に出たことがあるのですが、大変滑舌が素晴らしく、高校生でありながらプロ

の司会者というか、はっきりと言葉をしゃべるものですから、これをうまく活用できない

かと思い、そのカリキュラムに着目しました。私ども学校の日本語教師に先だって視察に

行ってもらったところ、ここに書いてありますように①発音・発声・発話力の向上、②授

業パフォーマンスの向上、③日本文化への興味喚起・持続という点で効果が期待できるの

ではないかという報告がありました。まだまだこれはジャストアイディアの段階かもしれ

ませんが、こんなことをメソッドに取り入れていくといいのではないかと考えています。 
 最後ですが、外国人留学生は母国へ帰国した後、「日本の草の根・観光大使」としての役

割を担うだけでなく、さらに日本語の普及・促進の要になります。日本留学において教育

を通じた互恵プログラムを開発・提供することで、我が国らしい言語の普及・促進につな

がるものと考えます。すなわち孔子学院を通じて世界における中国語学習者の拡大を目指

す中国に対し、我が国は日本文化を深く理解し、日本という国を愛する「日本ファン」と

も言うべき外国人日本語教師づくりに官民挙げて取り組み、日本語・日本文化の波及に努

めるべきである。生意気ながらそんなことを皆さんにお話させていただきまして、私から

の提案とさせていただきます。ありがとうございました。 
 
座長：はい、ありがとうございました。続きまして熊谷国際協力機構青年海外協力隊事務

局次長、よろしくお願いいたします。 
 
熊谷氏：JICA の青年海外協力隊事務局の熊谷と申します。JICA ではいろいろな事業、技

術協力から資金協力まで行っておりますが、その中の日本語教育分野ということであれば、
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特に代表的なものが JICA ボランティアの「青年海外協力隊」あるいは「シニア海外ボラン

ティア」という形でボランティアを海外に派遣するということが最も大きな事業です。今

日はここを中心に説明させていただきます。張り切ってパワーポイントをたくさんつくり

ました。15 分で 900 秒とするとだいたい１枚 3.6 秒ぐらいで説明しなければなりませんの

で、少し早足になりますがよろしくお願いしたいと思います。 
 ページをめくっていただき次のページ、事業の概要です。皆さんご存じない方もいらっ

しゃると思いますので簡単に青年海外協力隊、シニア海外ボランティアをご紹介したいと

思います。まずアジア・アフリカ・中南米等々の人々のために、自分の持っている技術や

経験を生かしてみたいという意志の人を派遣し、その方を支援するという事業です。分野

は多岐に渡りますが、20 歳～39 までが青年海外協力隊、40 歳～69 歳までがシニア海外ボ

ランティアというふうになっています。 
 続いて同じような内容ですが、日系社会ボランティアというものもあって、これは特に

中南米地域、かつて日本から移住された方々が形成している日系社会の人々のために同様

にボランティアを派遣する事業です。 
 次のページ、JICA ボランティア事業の目的です。やはり ODA で開発援助を仕事にして

いる JICA が実施しているということですので、ボランティア事業といっても３つの目的を

立てて、この目的の下で実施しているということです。１つ目はもちろん開発途上国の経

済・社会の発展、復興への寄与。これ以外にボランティア事業の特質として友好親善・相

手国との友好・相互理解の深化。それから実際に派遣された方々の国際的視野の涵養と戻

って来てからの経験の社会還元。この３点は一昨年の外務省さんが政策ペーパーというこ

とで公表されていますが、こちらにも明記されています。たくさんの職種があり、日本語

もそのうちの１つです。理科教育・自動車整備・保健師・稲作というものに亘っています。

現時点で 79 カ国、2,200 名がボランティアとして活動中です。 
 JICA の支援体制ということで、単に応募してきた人をそのまま派遣するということでは

なく、きちんと派遣前に訓練をして、当然その相手国の人々と共に生活をして共に働くと

いう心構えをきちんと派遣前に身に付けていただくということで、特に語学を中心に訓練

を行います。語学というのは現地で話されている言葉、特に公用語である英語・フランス

語・スペイン語、そういう語学をみっちりと身に付けていただく。だいたい 70 日間で、中

学校３年間で学ぶ英語の時間数に匹敵する時間をこの 70日間で身に付けていただいていま

す。訓練が終わって現地に派遣した後も、公用語が英語やフランス語であっても現地には

また現地語というのがあって、本当にその民衆の草の根レベルに入っていくということで

あれば、その現地の言語を約１カ月かけて、ホームステイも含めて集中トレーニングをし

て、その後活動に入っていくということになっています。JICA の支援体制ということで健

康と安全面に主にフォーカスをしています。79 カ国に派遣中ですが、ほぼすべての国にお

いて JICA の拠点、あるいは支援体制を組んでケアするような体制を組んでおります。中に

は看護師の資格を持つ健康管理員もいます。最近の若い人というか、けがでは手をついた
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らすぐに骨折するとか、わりと重篤なケースが多くなっていて、そういう場合は緊急輸送

ということで医療体制が整った、例えばアジアであればタイ、アフリカであれば南アフリ

カやパリといったところに移送するような体制も取っています。 
 続いて協力隊・ボランティアの最近の問題点としては、帰国後に就職できないのではな

いかというご指摘があり、JICA ではその対策の１つとして現職参加を推奨しています。こ

れは民間企業の場合、ボランティア休暇という制度、地方公務員の場合あるいは国家公務

員もそうだと思いますが、現職で身分を残したまま参加することが可能という制度をつく

っています。現時点でも日本語のボランティアは確かトンガに１人ですけれども地方公務

員（学校の先生）で派遣中の方がいらっしゃいます。それから帰国ボランティアに対する

支援ということで、帰って来てからも就職情報の提供や進学・研修を受ける経費の補助な

どもしています。昨今グローバル人材の活用や育成というお話もあると思いますけれども、

その議論が高まるに連れ帰国ボランティアに対する評価が高まってきていると感じていま

す。その１つが帰国した隊員に対する求人数です。平成 21 年度からの数字ですが、毎年倍

増近く、あるいは倍増を超える求人が寄せられています。それ以外にも自治体、教育委員

会では職員採用に当たってボランティア活動・協力隊に参加したことに関する特別枠を設

けて選考していただいたりしています。 
 続いて日本語教育ボランティア、日本語教育隊員の帰国後の進路ということで、この円

グラフを挙げております。日本語を海外でボランティアとして教えて帰ってきた後、どう

いう進路を取っているか。引き続き日本語教育関係で就職しているという方は半分に満た

ず 46％です。それ以外は会社員や学生、教育関係、無職という方も３％いらっしゃいます。

日本語教育関係 46％の内訳ですけれども、やはり日本語学校というのが一番多く、次に大

学等での日本語関係の講師ということになっています。 
 日本語ボランティアに限ったことではありませんが、ボランティアに参加して学んだこ

とをアンケートで採っています。意見の多い順番で、これは日本語ボランティアのアンケ

ート結果です。日本語ボランティアで何がよかったか、これに対して日本語教授経験が３

番目に来ています。それ以上に学んだこととして、相手国、あるいは外国人として生活し

た経験や相手国に対する理解、そういったものの方がよく学べたというように答えていま

す。活動事例を４例ほど例示していますが、いずれも首都からわりと離れた場所になりま

す。例えば中米コスタリカは国立大学ですが、その地方分校というようなところで日本語

を教えている。タイにおいては東北部の中高一貫の男子校で教えている。ブラジルにおい

ては日系ボランティアですが、現地の日本人会が運営している日本語学校で、特に継承日

本語という形で日本語文化も含めた授業を行っています。あとこの日系ボランティアの場

合は現地の日系社会の活性化というのも求められており、写真にあるように歌謡大会など

もされているということです。あと中国の例があります。割愛させていただきますが、も

し個別にご関心があればお問い合わせをいただきたく思います。 
 最後に日本語教育分野の支援ということで課題と方向性を考えてみました。お配りした
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資料の後ろの方に折れ線グラフで「ボランティア応募者の推移」というものを付けてあり

ます。例えば下の方の青年海外協力隊の折れ線グラフの緑色の線が実際の合格者数です。

その１つ上の青い線が海外からの要請の数。その上の紫色の線が日本語教育、日本語分野

の応募者数ということで、応募者数を見ていただくと結構右下がりで来ています。ただ要

請数は変わらないので、この海外からの要請に対して応募者数が減ってきているので応え

切れていないというところが課題だと考えます。そのボランティア応募者数の全体の減少

というのがあり、もう１つはそれに関連すると思いますが、応募者の資質の変化、日本語

を教えた経験が少ない、資格を取っただけというような応募者が増えてきているという現

状があります。 
 この課題に対する解決方向性として、まずは応募者を増やす取り組みが必要であるとい

うこと。もう１つ、要請数は変わらないというか、海外からはもっと欲しいという話があ

るのですが、合格者の確保がなかなかできないということがある。まずは過去に何代か継

続して派遣されている案件に優先的に当てはめていかないと、そこで途切れてしまうとい

うところがあるので、逆を言えば新規の案件にはなかなか人を派遣できないという問題が

あります。ではどう取り組むか。JICA 独自で取り組んでいることとして、きめ細かく大学

や地方自治体と連携し、ボランティアの紹介セミナーを開催したり、広報活動の強化とい

うことで日本語教育に特化した広報冊子を作成するなどしております。特に今後基金さん

との連携ということも、現状既に協力隊として派遣する前に日本語国際センターで情報交

換や意見交換をさせていただくような機会を設けています。また別に現地においても例え

ば中東地域、中米カリブ地域において現地セミナーということで、周辺国の日本語ボラン

ティアを集めて基金の専門家を講師として勉強会やセミナーを開催しています。それによ

り協力隊、JICA ボランティアのスキルアップ、レベルアップを図っていくというようなこ

とを現状実施しているところですが、これを引き続き拡充していきたいと思っています。

今後の新しいアイディアというか、こういうことをお願いできればと考えたものですが、

既に現地で活動中の日本語ボランティアに対する技術支援、例えば基金の専門家による巡

回指導とか。JICA においても日本語は今聖心女子大の佐久間先生が技術顧問という形で支

援していただいていますが、何しろ１人で全部を回るわけにはいかないので日本語専門家

による巡回指導、あるいは教材を自分たちで工夫して現地で作成などしているので、そう

いう教材を支援していただく形。２点目は特に日本語に限らず、先ほど申したとおり全世

界 2,000 名を超えるボランティアがおりますので、そういう人たちが気軽にというか、例

えば PC を教えているボランティアの方に、放課後生徒に日本語を教えてもらいたい、とい

うような要望が結構あるので、そういうときに活用できるツールを開発していただければ

ということを考えています。あと日本語専門家への積極的な採用、これもぜひお願いした

いと思っています。 
 最後にまとめですが日本語教育職種への応募者の減少ということで、海外からの要請に

応えるということを考えていきたい。そのためにはここに書いてある、まず国内日本語教
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師の就業環境、なかなか日本語教師では日本国内で食べていけないのではないかというと

ころで雇用の安定などを改善する必要性があると思っています。 
 ２つ目は先ほどの基金の日本語専門家への登用など、キャリアパスにつながることが応

募者を増やす方策ではないかと考えています。 
以上、少し時間オーバーですが、ありがとうございました。 
 
座長：ありがとうございました。次は文部科学省からのプレゼンテーションです。神代国

際教育課長より「海外子女教育と海外の日本語教育」について、７分から 8 分でお願いし

ます。 
 
神代氏：分かりました。手短にご説明したいと思います。文部科学省国際教育課長の神代

と申します。私の担当は海外に在住する日本人の子どもたちに対する教育、いわゆる海外

子女教育が担当業務です。一見この懇談会のテーマとはあまり関係なさそうな感じもあり

ますが、実は違った視点から課題が出てきているということを少しご紹介させていただき

たいと思います。まず海外に住む子どもたちの現状です。多少減っている時期もあります

が、傾向としてはここ数年徐々に増えてきているという状況です。平成 24 年でだいたい６

万 7,000 人弱という数字です。そういった子どもたちがどういう地域に在住しているか、

やはりアジア地域に住む子どもたちが徐々に増えてきている状況です。それに対してこの

子どもたちが通う学校の教育施設のことを在外教育施設と呼んでいます。日本人学校、補

習授業校等々ありますが、数としてはあまり変わっていない状況です。 
 もう１つ、今日ご用意していますピンクのパンフレット、最初のページを開いていただ

くと、ここに全世界の日本人学校、補習授業校、私立在来教育施設の分布が出ています。

日本人学校は日本の学校と同じように月曜日～金曜日までの全日制の学校、対して補習授

業校は月曜～金曜は現地の学校に通い、土曜・日曜だけ通うというタイプの学校です。ご

覧いただくと例えば欧州とか北米では、この補習授業校で黒丸の方がたくさんあるのがお

分かりいただけると思います。それに対してアジアは白丸の全日制の日本人学校の方が多

い。傾向としてはこのようになっています。これが在来教育施設の種類になります。これ

に対して文部科学省と外務省では、それぞれこれまで様々な形で支援をしてきています。

主なところでは、文部科学省からは現職、あるいは退職された日本の先生を日本人学校な

どに派遣するとか、あるいは義務教育の教科書を提供する、そういうことをしています。

それに対して外務省の方では校舎の借料や修繕費に対する援助、現地採用教員や講師に対

する謝金などをお支払い、このような役割分担です。 
 さて今この在外教育施設の抱える課題ですが、そもそも海外に住む日本人の子どもたち

に対して、我が国の主権は及ばない地域ですので日本の法律は適用されません。つまり日

本であれば当然の義務教育無償制度は対象外になりますし、そもそも日本人学校というも

のは学校教育法上の学校という位置付けではありません。しかし、日本語憲法の精神に沿
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い、少なくとも義務教育年齢相当の子どもたちに対しては国内に近い教育が受けられるよ

うに最大限の援助を行うべきである、という考え方に基づき、これまで今申したような支

援を行ってきています。ところが最近の状況では、幾つか挙げていますがアジア地域を中

心に先ほど申したように児童生徒の数が増えてきています。 
 あるいは高等部、幼稚部、いわゆる義務教育以外のところに対するニーズも増加してい

ます。それからこの懇談会の趣旨から申しますと次の２つになります。つまり国際結婚等

で現地に住んでいるような方々のお子さんが増えている。その保護者にしてみると、日本

と関係を持つ子どもたちであるから何らかの支援が欲しい。あるいは純粋に、例えばこの

前総理が中東を訪問されたときにもアブダビの皇太子からリクエストがあったようですが、

その外国の人たちが日本型の学校教育というものを受けたいという、そういうニーズや期

待も出ています。そういった背景の中で最近出てきて概念として継承語教育があります。 
これは特に欧米の補習授業校において児童生徒の種類が２分化しています。今申し上げ

た、いずれ帰国する予定の児童生徒なのか、それとも長期、あるいは永住する子どもたち

なのか、この両者間でやはり日本語能力に対する差が非常に出てきており、現地としてど

ちらに力点を置いた教育をすればいいのかというところが大きな問題となってきています。

特に永住児童生徒に対する国語教育、あるいは外国語としての日本語教育とは別の観点の

対応が必要だということ、概念として母語を支援するという意味での継承語教育という概

念が出てきたわけです。この永住型の生徒の特質としては何らかの形で自分の文化的ルー

ツという意味で日本を意識している。一方普段は現地校に通っているので当然現地の言葉、

特に英語はよくできるし、学力的にも非常に高いということで、将来的にアメリカ初め海

外で活躍する可能性のある非常に優位な子どもたちです。一方、この継承語教育というも

のに対しては、国内の学習者とは別の指導法・カリキュラム、あるいは日本人に対する国

語というものにとどまらず、多様な学科を取り入れた総合的なカリキュラムが必要。ある

いはバイリンガル教育の視点や現地校の教育を視野に入れる。そういったいろいろな条件

が必要であると言われています。 
 実際に継承語教育に取り組まれている例ですが、プリンストン日本語学校があります。

この学校を運営しておられるカルダー淑子さんというケント・カルダーさんの奥様からお

聞きした内容がかなり含まれていますが、プリンストンの場合、この１つの学校で帰国児

童生徒対象の国語教育、継承語教育、それから外国語として日本語を教えるという意味で

の日本語教育、この３つのコースを１つの学校で設けて、それぞれの生徒のニーズに合っ

た教育を提供しているという例です。これはなかなか大変で、私も実際に見てきましたが

非常にご苦労されながら、先生方も試行錯誤しながら取り組んでいる様子でした。 
 これに対してワシントン DC では、ここにあるように補習授業校としてのワシントン日

本語学校と継承語教育を行うワシントン日本語継承センターという別々の教育機関で実施

されているという実体があります。特に継承語教育の課題で申しますと、やはり決まった

教材やカリキュラム、あるいは教え方のメソッドとか、そういうところがまだまだ開発途
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上であらゆる意味での面で不足しているということが言えます。もう１つの大きな問題と

しては文科省で行ってきていた海外子女教育政策と外務省で行っている外国人向けの日本

語教育、そのどちらの政策にも当たらない、一種のエアポケットに入ったような状態にな

っているということです。一方、最近の状況ということで申しますと、教育再生実行会議

の第３次提言においても「日本人学校の在外教育施設において現地の子どもを積極的に受

け入れ、日本語教育や日本文化の理解に促進に努める」というような提言もいただいてお

りますし、この会議においても若林政務官から積極的なご発言もいただいているところで

す。 
 最後に私のアイディアですが、帰国児童生徒に対する国語教育、永住児童生徒への継承

語教育、外国語としての日本語教育、これを一連のものとして捉える視点が必要ではない

だろうか。この視点に立って、特に補習授業校を外国における日本語教育（現地校の日本

語教育を含む）そうした海外における日本語教育の総合機関として位置付けることができ

ないか。それを位置付けた上でそういった機能を提供できるような体制の整備や支援を考

えていく必要がある、というのが私のアイディアです。皆様の今後のご議論を大いに期待

したいと思います。ありがとうございました。 
 
座長：ありがとうございました。それでは次に文化庁の岩佐国語課長、よろしくお願いし

ます。 
 
岩佐氏：文化庁 国語課長の岩佐と申します。ごく短時間でと思っています。特に画面は準

備していませんのでお手元の資料を見ていただければと思います。幾つかの資料をお配り

していますが、最近の日本政府内における日本語に関係する提言や報告書がありますので、

簡単に紹介させていただきます。 
 １つ目として、文化芸術立国の実現のための懇談会を文部科学大臣の下で開催しました。

１枚めくっていただくと懇話会のメンバーがあります。この十数名のメンバーで文化政策

に関して今後やっていくことを、これは短期的・中期的なもの両方を含みますが、文化芸

術立国中期プランをまとめました。文化全般の説明はしませんが、12 ページ「世界の文化

交流のハブとなる」という項目の１つ、「日本語による文化発信力の強化」ということが掲

げられています。その中身として外国人に対する日本語教育の推進や日本語の魅力の発信

ということが例示として挙げられていますので、今後こういったことの具体化を文化庁の

方でも考えていきたいと思っています。それから水色のパンフレットですが、これは２月

に文化審議会でまとめたものです。日本語教育を推進するに当たっての基本的な考え方と、

11 の論点をまとめたもので、２月に報告書をまとめました。今回それを紹介する簡単なパ

ンフレットができましたのでご紹介いたします。開きますと木の形をした「11 の論点」が

出ています。この中の論点 11 が国外における日本語教育についてとなっています。国内で

やっていくことも含めて 11 の論点にまとめておりますが，今後こちらも具体的な中身の検
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討をしていきたいと思っています。 
 ３点目としてクールジャパン推進会議、総理大臣決裁で置かれた会議です。クールジャ

パンですから、ポップカルチャーとか日本食・日本酒・観光など、いろいろなものが盛り

込まれています。クールジャパンの戦略についての基本的な考え方という十数ページの資

料があるかと思います。この中に委員が書いた色紙が入っていますが、その最後にエイベ

ックスの依田さんの色紙があるかと思います。その中に日本語の関係として「おいしい」「か

わいい」「かっこいい」というような日本語、こういったものを活用しながらインバウンド、

アウトバウンドのクールジャパンのサイクルを作っていくべきだというような提言があり

ます。それを受けて 13 ページ「クールジャパンを進めるにあたり」ということで、一番上

の「きっかけ」というところに「かわいい」「おいしい」「カンパイ」など外国人にとって

魅力的な日本語の発掘を進めるとあります。ここに外国でも非常に受けている「かわいい」

「おいしい」という例示が挙がっています。こういったものをきっかけとして使いながら

も、もう少し日本文化に根差したもの、日本語として深みのあるものもたくさんあるかと

思いますので、例えば「わび」「さび」とか「もののあわれ」という言葉を発信できないか

と考えています。また、日本食のクールジャパンを展開していく中で、日本語には非常に

豊かな擬態語があり，日本食・日本酒というものを食べたり飲んだりするときの擬態語も

たくさんあるので、そういったものもきっかけにもなります。日本語を発信していくとい

うことがクールジャパンの土台にもなるのではないかということでご意見をいただければ

と考えております。 
 最後に１点お配りしているのは日本語教育の実態調査の結果です。これは２回ぐらい前

にご報告いたしましたが、最近新しい数字が出ましたので配布だけさせていただきました。

以上です。 
 
座長：ありがとうございました。矢継ぎ早で恐縮ですが、外務省の方から「英国における

外国語教育に関する報告について」よろしくお願いいたします。 
 
島田課長：文化交流・海外広報課長、島田でございます。前回の会合において、アジアと

アメリカについての状況は委員の先生方にお分かりいただいたかと思います。昨今ヨーロ

ッパの方で、日本語についてのいろいろな動きがあるものですから、簡単にご説明をした

く１枚紙をお手元にお配りしました。「英国における外国語教育について」という紙です。

簡単に説明させていただきます。背景ですが、今英国ではいろいろな行政改革等取り組み

の一環ということもあり、今、初等・中等教育のカリキュラムの見直しをしているところ

です。その一環として外国語教育についての見直しが進んでいます。その中で日本語がど

ういう扱いになっているのかというのが今回の問題の主題です。簡単に申し上げますと小

学校の３年生から、日本で言えば中学校に当たるような学年の各ステージで、それぞれ日

本語がどういう扱いになっているのかを書いてあります。一番肝になるのが最初の key 
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Stage２、小学校３年生～６年生のところです。イギリスのこの学年では外国語教育が施さ

れておりまして、今日本語などはこの中で学べるわけですが、今度の改革でフランス語・

ドイツ語・イタリア語・中国語・スペイン語、および古典語学（ラテン語・古代ギリシア

語）の２つの言葉、この７カ国語を必修科目としようということが検討されています。こ

れを裏から申し上げると、要は必修語学ではなくなってしまう日本語の学習を導入する教

育機関が大きく減少してしまうという危機感があります。 
 これがどうして困るかというと、次の key Stage２から上に上がったときも key Stage３、

中等教育の７～９学年というところです。ここでの外国語教育については特段の必修語学

の指定はありませんが、KS3 では KS2 での教育の基礎の上に立った教育をしなければいけ

ないということになっています。すなわちこの KS3 においても、必然的に KS2 において日

本語教育を行う学校が減少した場合には少なくなってしまうということで、我々としては

非常に危機感を持っています。さらに言うと、今度は高等教育に行く最後の段階で試験を

受けなければいけないのですが、そのときに GCSE（General Certificate of Secondary 
Education）という試験を皆さん受けることになっています。ここでも一応日本語というの

は外国語の科目として入っているのですが、これについても外国語の対象語学として今見

直しが図られているということですので、ここでも日本語を外さないでほしいというのが

日本政府としての懸念です。ということで今特に申し上げた KS2 のところでいろいろな形

で外交ルートを通じて、それから外務大臣、文科大臣等の閣僚級の働き掛けなどもしまし

て、何とか日本語を外さないでほしいということを今やっています。そういった中で委員

の先生方に今後の提言でお考えいただければと思いますのは、先だってアメリカ・アジア

についてはいろいろな状況をお分かりいただいたかと思いますが、ヨーロッパにおいても

英国に代表されるように、多くの日本語学習者はいるのですが、なかなかいろいろな形で

日本語を維持するのが難しくなっている。そういう中で、例えば日本語教師も教育を受け

ている学生さんに比べて少ないという声が現地から挙がっています。そういった中でどの

ような手だてをすればいいかということを、ぜひ委員の先生方からもご意見をいただきた

く思います。よろしくお願いいたします。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。最後に経産省より「アジア人材資金構想」についてご報

告をお願いいたします。 
 
中島氏：経済産業省の中島と申します。お手元にある「アジア人材構想の成果と今後の展

開について」という資料でご説明させていただきます。短時間でありますので、途中割愛

しながらポイントだけお伝えさせていただきます。聞き苦しい点もあるかと思いますが、

ご容赦ください。アジア人材構想というのは平成 19 年から文部科学省と共同でやってきた

事業です。企業が国際化・グローバル化を目指すときに、人材のグローバル化のニーズは

非常に高いものがあります。一方事業開始の当時には、日本に来ている留学生の約７割の
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方が日本企業への就職を望んでいるにも関わらず就職できているのは２割５分ぐらい。こ

のマッチングの悪さをいかに克服できるかというのが我々の活動の原点です。その事業の

中で日本語はかなり大きなウエイトを占めており、目指したものは「仕事をするための日

本語」でございました。 
 １枚めくっていただき１番のスライドをご覧ください。我々が行った事業の特徴は、大

学と企業の両方を巻き込み、協力をしてもらった中で、ビジネス日本語と日本ビジネス研

修、それにインターンシップと就職支援を加え、これら関連する要素をパッケージにして

提供するというところが私どもの取組みの特徴です。 
 少し飛ばして５ページ目のスライドです。ここに１例「アジア人材資金構想におけるビ

ジネス日本語教育」と書いてありますが、仕事で使える、つまり国内にいても海外にいて

も日本の企業等と協働できるようになるための日本語というのは、流暢に日本語が話せれ

ばいいということだけではなく、ビジネス、文化や国特有の知識等の理解、あるいは社会

人としての働き方、こういったところをセットで深めていく必要があるということで、こ

のビジネス日本語教育のコンテンツを開発してまいりました。先ほど挙げました要素をす

べてセットにして、座学と実践の繰り返し、例えばインターンシップの準備を、日本語を

学びながら徹底的にやってもらい、それから実際にインターンシップをしてもらう。こん

な繰り返しを留学期間中にやっていただくことで、実際に職場に入ってから使っていける

日本語が身についてくると考えております。決してスムーズな日本語でなくても結構です。

伝わる、あるいは確認できる、困らない、といった点が重要で、この点にターゲットを定

めて進めてまいりました。６ページのスライドには成果を記載いたしました。まず第一に

数字のとおり非常に高い就職率を誇ることができました。高度専門留学生育成事業につい

てはほぼ９割の学生が日本企業・日系企業に就職し、我が国との関係を持ちながら働いて

くれています。 
 それ以外には、大学と数多くの企業との協働教育を構築することができました。また、

海外大学と日本の大学の連携も増大させることができました。最後ですが、多くの卒業生

のネットワークを築くことができました。このように人と人、組織と組織のつながりが、

今の留学生支援事業の大きな力になるものと理解しています。 
 飛ばして８ページ目のスライドをご覧ください。飛ばした 7 ページに事業の反省課題を

記載いたしましたが、やはりこのまま事業が終了し、活動がなくなることは大きな損失で

ありますし、まだまだ解決すべき課題はあるという認識で、将来的に繋げる活動資産を残

すために、昨年度までの事業で培った日本語教育、あるいは就職支援等のコンテンツにつ

いて整理・情報化し、これを大学の教育の中にいつでも使っていただけるような環境を構

築いたしました。今、既に若干会費を払ってこれを使いたいといっていただける大学が全

国で 50 校ほどございます。 
 もう１枚めくってください。活動は維持するだけでなく、発展させていくことが重要で

すが、プロジェクトサポートセンターを中心に、これまで事業に関わり、支えてくださっ
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た皆様の自立的な取り組みとして、企業関係者、大学関係者、あるいは支援事業者が関わ

りながら、これまでアジア人材育成構想での取り組みを、さらに発展させていこうという

ことで、この夏ぐらいに留学生支援を目的とした協議会あるいは法人の立上げが計画され

ています。是非皆様にもいろいろなところでご協力いただければと考えています。 
 最後 10 ページ目のスライドです。こちらが経産省として現在直接取り組んでいる事業で

す。大きな課題であった中小企業と留学生のマッチングの部分にスポットを当てた事業で

す。この事業に、先ほど申し上げたような資産や新しいスキームをうまく活かしながら支

援していく。さらに、なかなか就職が決まらなかった留学生について、卒業まであきらめ

ることなく日本の企業を目指す学生について重点的に支援する仕組みを中小企業庁を中心

に展開しています。政府としてはある程度事業を重点化した形となっていますが、一方で

これまでの取り組みを形にし、運動として残していくことで、今後さらに日本語で仕事が

できる人たちを増やしていけるようにしたいと考えています。皆様の取り組みと直接的に

関係しない部分も多いかと思いますが、ネットワークや資源というところでご参考になれ

ば幸いです。ありがとうございました。 
 
座長：ありがとうございました。以上、６人の方からプレゼンテーションをいただきまし

た。どれについてでも結構です。ご質問・ご意見・コメントなどをいただければと思いま

す。どなたからでもどうぞ。 
 
委員：６つ、密度の濃いご発表を伺い頭が若干クラクラしています。気が付いたところを

幾つか質問させていただきたいと思います。まず増田さんのご発表はとても関心を持って

伺いました。ご提案の趣旨は大賛成です。まずお話の基になっているデータですが、747
人中 52％の人が日本語教師に肯定的だったという結果です。この数字自体をどのように考

えたらいいのかと私自身思いました。日本に留学してくる学生の中のごく一部が日本語教

師になろうという気持ちであって、それ以外の方は自然科学であれ社会科学であれ、将来

研究者になるか、あるいはビジネス関係で仕事をするか、そちらのことを考えて留学して

来ていると思い込んでいたので、この 52 という数字は随分大きいと思いました。それと同

時に、実は留学した人が国へ帰って職業を選ぶとき、あるいは実際大学などに就職すると

日本語を教えるのですね。ですから日本語教育については専門でない方が、実は本国にお

帰りになると現実には大学などでは日本語を教える。 
 ですから専門が日本の経済、歴史、場合によっては物理ということで学位を取った方が

海外で日本語を、片手間と言っては失礼ですが教えているという現実があるわけです。そ

ういった方々が博士号を持っていて、現地の大学の中でプロモーションをしていって、非

常に発言権を持つのだが、日本語教育のことについてはあまり専門的なお考えがないとい

うような現実があります。ここからがご提案にプラスαになるのですが、日本にいる留学

生の中で、国へ帰って日本語教育に本当に貢献したいという学生については、特に博士号
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を取る学生にかなり奨学金等で手厚いサポートをして、そういう方が本国に帰って大学な

りしかるべき立場で、それぞれの国の日本語教育の政策等に発言していただけるようにな

るといい、ということを思いました。 
 それと関連してもう１点、実は日本研究等を行っていらっしゃる先生方の中には日本語

教育をあまり評価していらっしゃらない、そういう方を見受けます。これはもしかすると

語学教育というのは基本的にはスキルのトレーニングという要素がどうしてもあり、大学

の中で日本語教育学というような、ある１つのディシプリンとして追及していくというこ

とがまだ十分にできていない。その辺は日本研究を行っていらっしゃる方は最初日本語教

育を受けているのです。受けているのですが、日本語教育についてあまりサポーティブで

はないケースが多いということもあるので、なおさら日本語教育の専門家がしかるべき学

位を取って、その国で頑張っていただけるようになればいいと思いました。 
 もう１点、海外で教えていらっしゃる先生方は中等教育が多いです。現地の先生が日本

語を教えていらっしゃるのですが、その先生方は日本に来たことがないわけです。最近の

基金の数字を見ると、インドネシアで日本語を教えている日本語ネイティブの先生は３％

です。３％だけです。97％はインドネシアの先生です。圧倒的に日本へ来たことがない。

だから日本に来たことのない人が日本語を教えるというのはどういう気持ちか、その辺の

ところをもう少し何か考えられないか。例えば日本に観光に来るときに、日本語の先生だ

ということが証明できたら旅費が半分になるとか、そういうレベルでいいのです。そうい

うようなことでぜひ日本に、ご自分のお金で来るのは大変だろうから、もしいらっしゃる

のならバックアップしますというようなことを、ある程度地域を選んででもよいので、１

週間でもいいから日本を見にきてください。自分が教えるときに「私は京都でこれを見た」

と自分の撮ったスライドを生徒に見せられるような先生を増やしていかないといけない。

増田さんご提案の留学生で日本語教師になる人をもっとしっかりと育てよう、大賛成です。

あとは日本に来るチャンスがない現地の、特に初中等、中等教育の先生方に少しでも日本

をのぞくチャンスをもっと増やしたい。基金はずっとそういうことを積み上げていらっし

ゃるのですが、インドネシアのように爆発的に増えてきているところで、しかも日本語の

レベルが非常に低い先生方が実際は教えていると思うのです。そういう方に対する支援と

いうのも含めてお考えいただければと、そのようなことを思いました。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。増田学校長、何かありますか。 
 
増田氏：大丈夫です。 
 
座長：よろしいですか。はい、それでは他にご意見ございますか。いかがでしょうか。ど

うぞ。 
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委員：今のご意見に関連します。私も増田さんのお話に全体として大賛成です。やはり今

までの議論は、今、日本で学んでいる人たちを発信源としてどうするかというところが欠

けていたという意味でも、今いる留学生を活用するべき、というのはいいと思います。た

だ１ページ目の「外国人教師の授業レベルの格差……」確かにレベルの差はあると思いま

すが、主に現地作成でやっているから貧弱ということではなくて、やはりノンネイティブ

だからできるよさもありますし、その辺りはむしろコラボレーションという視点でやって

いければいいのではないかと思いました。 
それから先程の委員のご発言に関連してですが、私もずっと日本語学校でいろいろなも

のをつくっています。15 年ぐらい、随分前に韓国の高校の先生が自費で、とにかくこれか

ら日本語を教えることになった」ということで夏期講習の２週間、３週間ということでい

らっしゃいました。もちろん高い日本語のレベルをお持ちですが、日本語を教えるという

視点で、夏期講習を受けたいということで特別な講座を何回か行いました。そういうもの

がもっと全国的に広がればいいと思いましたが、韓国の場合個人的な短期講習参加も楽な

ので全体に広がることなく終わりましたが、そういういろいろなプログラムが可能だと思

います。観光に日本語教育の現場と結び付けてプログラムをつくって、例えばうちの場合、

インドネシアの高校生は午前中日本語学習、午後はいろいろな大学や専門学校とリンクし

てというようなこともやっていました。オールジャパンなのでこれを機会にさまざまな機

関と組んでいければと思いました。 
 
座長：ありがとうございました。増田さんどうぞ。 
 
増田氏：今のご提案に関係することですが、教材について私の提案の中で日本語教員を声

優という１つの教育プログラムを使ってということで、サブカルチャーに少し触れました

が、先ほど申し上げた間接教授法の教材等で言いますと民間で作成することはなかなか難

しいと思います。特に国によってはすぐ教材をコピーして使ってしまう。ビジネスベース

で考えたときに、教材の作成自体が非常に難しいので、この辺りを国としてサポートして

いただきたいというのが１つ。それと我々の学園グループには大学もありますが、学校間

連携で日本語学校をつくるというときに、その取っ掛かりがないのです。例えば、現地の

学校と教育連携を図るとか、教育ソフトは我々が手当てするので日本語教育をするための

教室を借りたいという民間からの要望に対してです。その辺、特に外務省にチャンスをお

願いしたいと思います。 
 
座長：ありがとうございました。他にございませんか。どうぞ。 
 
委員：文化庁の岩佐課長のお話、クールジャパンとか料理、そういったものを生かしなが

ら日本語を普及していくというお話は私も非常に共感しています。やはりクールジャパン、



 17

日本語のすそ野を広げていくという意味では非常に有効だと思います。ただ、すそ野は広

がりますが、その中でさらにキーポイント的に日本語普及を進めていく上でクールジャパ

ンだけでどこまでやっていけるのかという問題はあるかと思います。１つ質問ですが、先

ほどの英国で日本が苦戦しているということで、日本政府としても小学校の key Stage２に

対して何とかならないかと運動されているということですが、やはりそういうときに何が

一番のネックになるのか、例えば日本語を勉強しても将来は日本企業への就職は難しいと

か、日本の国力が相対的に低下しているようなことが問題なのか、日本語が諸外国の公教

育の中で最近厳しい状況にあるという原因について、どのように捉えていらっしゃるのか

を質問させていただきたいと思います。 
 
座長：どうしますか。どうぞ、島田課長。 
 
島田課長：どうもありがとうございます。先ほどの資料にあるように、アジアの言葉の中

では中国語だけが出ているわけですが、これをどう解釈するのかというところに多分ご質

問のヒントが隠されていると思います。私どもとして、日本語が外されている原因をきっ

ちりと研究をしているわけではありませんが、やはり外国政府の立場で見たときに、自分

たちの子どもたちに将来選択科目としてどの言葉を選ばせるかと考えたときに、今先生が

おっしゃったような現在の経済状況を踏まえての話だとか、聞いたところではインドのヒ

ンディー語が落ちていますが、イギリスの中ではヒンディーとかバングラディッシュとか、

旧宗主国だった国々との関係があるわけですけれども、人口からいけば本当はヒンディー

など入ってもいいわけで、でも外れている。そういう中で中国語が選ばれているというの

をどう考えるか、やはり今経済大国の第２位となったということもあるし、やはりアジア

の言葉からは中国語ということでの選出かとは想像します。それが世界の現実とはいえ、

一方、我が国として今よく主張しているのは、イギリスとの経済関係は非常に密接である。

日本はイギリスに対する投資国として、確か２番か３番の位置だと思いますが、そういう

国の言葉を忘れないでください。他の価値観を共有していない国との関係と我々価値観を

共有している国との関係のどちらが重要かを考えてください、ということで申し入れをし

ているのですが、その辺に実質的な価値観を持ってこられるとつらいところもあります。

一方、先ほど申し上げたアニメやポップカルチャーを中心に、イギリスでは相当日本語は

若い方には人気があるようです。そういったことをいかに我々としてつなぎ留めるツール

にするのか。そうは言ってもそういった子どもたちに対して先生が不足しているというの

が現地の声のようなので、その辺りにどう答えていこうかと思案しているところです。 
 
座長：ありがとうございました。ちなみについ最近ブリティッシュ・カウンシルの東京代

表から聞いたのですが、現状では英国における日本語の学習者数は微増だそうです。私は、

中国語が増えているのでないかと思ったら逆に少し減っているとの話でした。そのうちブ
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リティッシュ・カウンシルからきちんとしたデータをもらおうと思っております。他にご

ざいませんか。どうぞ。 
 
委員：たくさんの情報をいただき、頭の中でなかなか消化し切れていませんが、ご発表順

に、最初の増田さんのご発表・ご提言を興味深く拝聴しました。私は先ほどの委員の方々

と同様に、外国人教師の授業レベルの格差が授業の理解度の低下に結び付くのではないか、

というのは少し短絡的ではないかと思いますが、それを踏まえて外国人留学生を活用して

いこうという試みは非常に賛成ですし、エールを送りたいと思います。 
 その中で声優教育などを活用するというのも非常に面白い。そしてポップカルチャーを

逆手に取るというか、それを活用した１つの試みという点ではすごく興味を持ちました。

しかし発音矯正に関しては、果たしてどこまで日本語教育の中でも求められるのか、ある

いは指導において重要度が高いのかというのは、また１つ考えるべき点であると思います。

と同時にこの日本語力、授業力の中に各地域のニーズというものを捉えていかないといけ

ないと思います。そのニーズによって日本語力や授業力の内容が大きく変わってきます。

音声・発音の正確さへの要求も変わってきますので、その点もぜひ考慮していただきたい。

そしてやはり一番大事なのは各地域のニーズが果たしてどういったものなのかを勘案した

上で研究、推薦していただきたい。日本語教育では、教えるというより引き出す、つまり

彼らにどのようにして運用力を付けていくかというところなども重要になっていくので、

その辺もぜひ考慮して、その辺は国際交流基金などのニーズ調査等もありますので、そう

いうものも参考に進めていただければと感じました。 
 第２点目は岩佐氏のクールジャパンの内容、実はこの委員になる前に、私は科研を取っ

て世界 22 の国と地域の方々と協力して、今学習者のデータを収集しています。幸いそのミ

ーテイングをこの１月に行いました。そこで「皆さんの地域では日本語学習者は減ってい

ますか、原発の影響はありましたか、皆さんが日本語を推進していくために必要だと思う

ものは何ですか」、という簡単なアンケートを採りました。結果をみると、原発の影響はそ

れほどでもない。わたし自身が懸念するほど急激に減ってはいないとの返答でした。先ほ

ど座長からも、メディアで取り上げられているほど激減しているわけではなく、むしろ増

えているところもありました。でも海外の日本語教師の危機感として、「魅力ある日本のア

ピールが少ない。」というような声をいただきました。そういった意味でクールジャパンの

試みは、その対策としての１つの鍵ではないかと思います。私もその１月の会議以降どの

ようにあこがれの日本、魅力ある日本を打ち出していったらいいのかということを常々考

えていました。この会議でも、もっと和食やアニメポップの推進をすればいいのでは、と

いうことが出ました。私もまだまだ結論は出ていませんが、実際に海外の一部の教師です

けれども、現地の先生方からクールジャパンの取り組みに期待する声が非常に多いという

ことをお伝えしたいと思い、発言しました。 
 ３点目です。最後のアジア人材資金構想ですが、広島大学も取り組んだ経緯があり、私
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もこのプロジェクトにコースデザインの点で関わりました。大学の先生方も私も一致して

いろいろ取り組みましたが、そのとき１つ疑問に感じたのは、中小企業が求めている日本

語と大企業が求めている日本語は果たして同じなのかということです。私がこのアジア人

材で育成しようとした人材は日本語が１級であり、日本語の運用においてはそれほど問題

なく日本人と同等にエリート社員として働く人材、ということで考えていきました。とこ

ろがこのような中小企業、小規模事業者における人材といったときに果たしてそれが同じ

かどうか、その求められている人材の中身をもう少し検討していくことが必要であるので

はないかと思いました。そういう疑問も含めて申し上げました。以上３点です。 
 
座長：ありがとうございました。今の件ですが、相手により必要とされるものが違うので

はないかという点につきましては、私も留学生を扱って、かなり以前からそう思っていま

した。 
 
中島氏：ありがとうございます。確かに現場により求められているものが違うし、大企業

でも業種により若干違うのではないかというところはあります。ただ、やはり一定の基本

的な日本語を身に付け、支援を経た留学生は中小企業への就職者もかなりの割合が出てい

ます。他の日本人と比べても決して低い数字ではなかったと思います。理由を考えてみま

すと、やはり現場の中で実践してもらったということが１つのポイントではないかという

ふうに感じます。座学中心の教育をしっかり構えていくという上では、少し業種ごとの見

方とか、あるいは企業規模、企業の目的に合った見方を研究していくことで効果を高める

ことができるのではないかと感じます。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ。 
 
委員：私が感じたことは、最後のアジア人材資金構想うんぬんというところにあります。

質問を迷ったのですが、というのは言葉に直接関係ないことなので、ただこのサブジェク

トはとても興味があって、たくさん受けられたにも関わらず 25％しか、受け止められてい

ないという。当然ながら日本語が話せないと駄目ということはあると思いますが、実は私

どもが今グローバルリーダーシップトレーニングというところでやっている中で、一番大

事な要素の１つとして掲げているのがクロスカルチャーに対する考え方なのです。要する

に日本語がちゃんとしゃべれて、きちんと対応できるのだが、カルチャー的に合わない。

カルチャーというのは日本の文化とかというよりはものの考え方とか、コミュニケーショ

ンの仕方、物事を決めるときの決め方のプロセスとか、企業の中ではやはり、日本は特に

そういったカルチャーが非常に強いわけです。話は飛びますが、女性が企業の中に入って

課長以上になかなか上がれない１つの理由は、実はこのカルチャーに問題があるというよ

うに認識しています。そういう意味ではこの留学生の方はまだ入っていないので、途中か
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らということではないと思うのですが、やはり日本の文化というよりは社会というか、ビ

ジネスの中でのカルチャーというか、仕事のやり方というか、価値観というか、こういっ

たものにちょっとウエイトを置かれたらどうかと思いました。これはすごくぼんやりとし

た言い方なので少し無責任になるかもしれませんが、私どもカルチャーというのを 10 個の

エリアと 36 個の項目に分けています。それを全部明示化して、例えば非常に演えき的なも

のの考え方なのか、機能的なのか。コミュニケーションの仕方が非常に暗示的なのか、そ

れとも非常にダイレクトなのか。それから時間に対する考え方が未来志向なのか、どちら

かというと過去現在志向なのかとか、そういった分析したものがあるので、もしご興味が

あればご提示できるかと思います。 
 
中島氏：ありがとうございます。 
 
座長：よろしいですか。どうぞ。 
 
委員：今日はたくさんのことを教えていただき本当にありがたい機会だったと思います。

今日のお話しは多分さまざまなご都合で順番を決めてくださって、必ずしも予定的につな

がるお話として考えたわけではないと思いますが、聞きながらそれぞれの方の報告の中で

互いに補うというか、補完し合えるところが沢山あるということを感じました。 
 例えば神代さんの海外における日本語教育の支援について、大きく分けて３種類、国語

教育、継承語教育、日本語教育というきめ細かい生徒のニーズに応じて仕組みを強化して

いくという話の中で、永住児童を対象とする承継語教育、例えば最初の増田さんが事業の

中でおっしゃっていたような、とにかく日本語のファンをつくって、それを海外で実際に

有機的に社会の中で働いてもらうということを考えたときに、非常に重要な人々だという

ことを感じました。今までは帰国子女主義とまでは言わないにしても、日本人学校という

のはやはり帰ってきたときに受験から落伍していかない、ちゃんとやっていけるというこ

とを非常に強調するあまり、永住して日本語は日常的には使わないかもしれないけれども、

それこそヘリテージとして自分のバックボーンとして日本語と非常に強いパイプというか

接点をずっと持ち続ける、それがそれぞれの社会、欧米であってもアジアにおいても、と

てもこれは重要な日本語、日本文化の普及・促進。それをその生徒たちの、そこからの進

路やどのように位置付けられるかということを、同時に追跡して高等教育においてもフォ

ローするということも大事ではないかと思いました。その場合は補習授業校を拠点として、

その教育をこれから重点化していくという提案があったと思いますが、それこそ草の根に

つながるものであり、とても素晴らしいものと思いました。 
 それに対して熊谷さんの JICA のお話で最後に表を紹介していただきましたが、シニアの

ボランティアの方々が４～５年ぐらい前に大きなピークをつくって、そこから右肩下がり

になっている。それに対して若者たちはそういうピークがないのです。８～９年ぐらい前
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からずっと下がってきている。それから要請者数も下がっているというところもあります。

１つの問題として、帰ってきた後にその経験をキャリアにどのようにつなげられるかとい

うことです。ですからこちらの方ではどちらかというとインバウンドで帰ってきた後にど

ういう支援ができるかということになるような気がします。日本に留学してきて、留学生

たちがすごく日本語教師になりたいというその熱意がある一方、海外でせっかく日本語教

師を目指して、多くの実績を積んで、帰ってきたときにその職がない。あるいは機会が整

備されていないということはかなり皮肉なことです。今日はこの２つのお話が聞けてその

状況（アンバランス）が際だって分かった気がするので、それは大きな課題だと思いまし

た。委員の一人がおっしゃったようにこれは帰ってきた後に定職に就けるように、やはり

資格が取れるようにすべきでしょう。教職や修士課程、あるいは博士課程という専門職に

つなげるというサポートも必要ではないかと思いました。 
 最後ですが、岩佐さんがクールジャパンに関連して広くさまざまな事業について紹介を

してくださったこと、とてもよかったと思います。先ほどもうお１人がすそ野の広がりが

非常に分かった。分かったけれども具体的にどうするかということも、多分疑問としてあ

ると思うのですが、それは仕方がない。費用効果というか日本語を海外に普及させようと

思うと、どれぐらい日本文化というものの認識度を高めることができるかとか、指標とし

てどのようにそれを、実際に計測して政策に組み入れられるか、これは難しい。私が見て

いるところでは、文化庁が昨年６月まで 10 年近くずっと事業として精力的にやっておられ

た JLIT という事業がありました。「現代日本文学の翻訳・普及事業」というものです。こ

れは去年の６月に事業仕分けで廃止に追い込まれましたが、これは続けることに意味があ

るように思います。10 年間で 230 冊ほどの優れた作品を実際に翻訳して英仏独露の４カ国

に翻訳し、実際にそれぞれの国に送り出しているわけです。これが民間でできるのではな

いかと議論され、事業仕分けの結果になったと思います。ここはそのことを議論する場で

はないかもしれませんが、私は決してそうではないように思っています。そして私の経験

もそうですし、今も実際にさまざまな諸外国を見た場合、やはり翻訳で生き生きとした文

学作品、これはアニメも映画もマンガもそうですけれど、文学作品に接してその国、それ

こそ先ほど委員の一人がおっしゃったように、その文化的な背景であるとかダイナミズム

であるとか、リーダーシップとは何かということを実感できる、痛感できる、非常に重要

なツールだと思います。 
先月、中国でジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』というアイルランド文学の傑作が

翻訳されて今大変なブームになっています。中国人も既に英語志向が高いですけれどもア

イルランドがどういう国なのか、アイルランド英語はどういうものなのか、さらに英語を

学びたいという１つの英語熱に拍車がかけられていることが昨日、おとといとアメリカの

幾つもの新聞で報道されています。日本語もそうです。生き生きとした文学を提供し続け

ることにより「じゃあ日本語を学んでみようかな、やっぱり原文で読んだら面白いだろう」

ということにつながることも実際に多いので、その辺りも具体的に取り組んでいただける
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とありがたいと感じています。ありがとうございます。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ西原センター所長。 
 
西原センター長：ご発表の方々、委員の方々からいろいろな情報をいただき、これをこれ

からどのようにしていくかが課題だと思います。事務局を初め委員の皆様方にお願いした

いことは、海外における日本語教育、このような情報が実際に政策的に展開していかない

と、せっかくの意見が現実を伴わずに終わってしまうことになります。ぜひこのことを政

策的に展開するにはどうしたらよいか、私ども国際交流基金としてもどのように仕事をす

べきかということにつながっていくし、それがせっかくのご意見を生かす道だと思います

のでどうぞ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。では次ぎの委員の先生。 
 
委員：JICA の方の発表に関連して申し上げます。日本語教育のボランティアが年々減少し

てきている。そして途上国の関係国からは要請が高まっているにも係わらずその要請に答

えられない。その対策として国内における日本語教師の雇用・賃金などの就業環境の改善

が必要ではないか。私は常々海外における日本語教育の普及などの関連において日本国内

の日本語教育の支援策、あるいは留学生教育の在り方と密接に関連しているということな

のです。それを抜きにして海外だけ普及するにはどうしたらよいか、という観点だけで議

論がされがちです。この会議はオールジャパンで議論するという会議ですので、いろいろ

な意味で海外における日本語教育の普及、そのためには国内における日本語教育、日本文

化の理解、そういったものとの施策と密接な関係があるので、ぜひその視点も入れてまと

めをしていただきたいと思います。特にここでご指摘いただいた日本語教師の賃金や雇用

問題、私はこの問題こそ非常に重要な課題であると以前から思っております。大学で日本

語教育を勉強して日本語教師になりたいという人はたくさんいます。だけど実際に日本語

教師に就職している人は１割にも満たないという数字も出ています。そういうことでいい

のかということです。その背景には賃金などが他の職種と比べて十分でない実体がありま

す。そういったところに根本的なメスを入れないとなかなか進まない点があるということ

をぜひお考えいただければありがたいと思います。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ。 
 
委員：全体としての感想と２つの質問です。先ほどどなたかのご指摘がありましたが、今

日あらためてこれほど多くの省庁で関連することについて議論がなされていることをあら

ためて認識しました。これをどうまとめるか、こういう情報をきちんとプラットホームを
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１つにして共有することで、多分新たな展開が見えてくるのではないかと痛感しました。

最初にご説明いただいた増田学校長の中で、日本にいる留学生を草の根の観光大使と言わ

れた、まさにそのとおりです。先ほどのご説明の中で、日本に留学するという外発的動機

を具現化した存在というご指摘があります。その前の内発的動機を持つというご説明があ

りましたが、我々もまず日本語に対してどう興味を持つかということを最初の１～２回議

論をしましたが、実際に来られている方が何で日本語への内発的動機を持ったのかという

こと、どういうことに興味を持って来られたかということを教えていただきたいというの

が１つ目です。もう１つ、JICA の熊谷さんからのご説明で、先ほども委員からご指摘があ

りましたがボランティアの応募者が減ってきている。それから資質も変化してきて経験が

少ない人が多くなってきているというご指摘でした。応募者増に向けての取り組みで、例

えば企業により積極的に人材を出すように働き掛けるなど、これは現にされているのか。

それからこれまで全く日本語を教えたことがない、前回、私も申し上げたシニアが会社を

辞めてボランティアで日本語を教えたいというときにどれぐらいの訓練が必要なのか。本

当にきちんとした資格が必要なのか。この辺りのお考えをお聞かせいただきたく思います。 
 
増田氏：最初の動機付けというところ、それだけのためのアンケートは採っていませんが、

今まで採った中でやはりマンガ・アニメ・日本のドラマというのは非常に大きいです。ド

ラマを見た関係で東京タワーを見に行きたいという声もあるし、先ほど申し上げた洛陽の

第 12 中学で、うちのウェブ（トライアル）でやっているところなどは、ワンピースのマン

ガを送ってほしいと言われて、お送りしたら子どもたちが一斉に群がっている写真を送っ

てきました。やはりきっかけとしてそこのところは非常に大きいと思います。 
 
座長：どうぞ。 
 
熊谷氏：JICA です。ご質問を２点いただきました。民間企業への働き掛けですが、これは

従来から帰国隊員をぜひ採用してほしいということで、いろいろ働き掛けもしてきていま

す。その中で最近設立した制度として、民間連携ボランティアという制度もつくり、これ

は民間企業の要望に応じて派遣する地域や派遣する期間、職種、これも民間企業の要望に

応じてオーダーメイドで案件をつくり、その企業の社員を JICA ボランティアとして派遣す

る。このような制度もつくっていますので、こういうものもぜひご利用いただきたい。も

ちろん日本語教師もその中の１職種として選択可能です。 
 ２点目のシニアの資格ですが、先ほど委員の一人からシニアはピークがあってジグザグ

しているということですが、シニアの方はわりとリピーターが多く２年経ってまた帰って

きて再度派遣されるということで、わりとジグザグの線になります。ですので１回行った

方が２回、３回と行かれるケースが多いです。もちろんその資格としては単に日本語教師

の養成講座を受けただけとか、日本語検定を持っているとか、そういうことではなくある
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程度は教えた経験というものが必要になってくるので、そういった意味では初めての人よ

りはリピーターの方が合格しやすいということはあるかと思います。以上です。 
 
座長：どうぞ。 
 
委員：この懇談会のゴールをずっと考えています。去年７月の閣議で海外の日本語学習者

を 2020 年に 500 万人にするとかいう数字が出ています。中間が 2015 年で 400 万人とか。

この数字は閣議決定ですから、当然、その目標に向かってどう議論するかという議論の一

部をここの懇談会が担っているという認識です。クールジャパンというのがものすごくマ

スコミ等で言われており、何だかんだクールジャパンで日本食だと言うのだが、確かに海

外の方が日本に興味を持ち、委員の一人がおっしゃったような翻訳などを通して日本に興

味を持ち「日本語をやってみようかな」と思ったときに、実際に日本語の勉強ができる場

がどこに、どのように確保されているかというのが１点あります。大きく言えば中等教育

が世界全体の半分ぐらい、高等教育が３割ぐらい、それから一般というものがあります。

中等教育というのは先ほどのイギリスの場合もそうだが、かなり国の教育政策で左右され

る。ですからこれは中等教育の学習者を増やそうと思うとかなり外務省なり文科省なり、

いろいろなルートからそれぞれの国をサポートするということで、ずっとこれまで行って

きている。大学は比較的大学の自立性があって、しかも学ぶ学生たちも自分の意志でかな

り選ぶということがあるから、ここもまあまあです。 
 クールジャパンに興味を持ち日本語を勉強したいと思ったときに、近くで勉強ができる

学校はないとか、自分は差し当たり大学には行っていないとか、大学は終わっているとか。

ではどのように勉強の場を確保していくか。１つ話題になっていた IT の活用ということで

すが、これを本気でやるということを国が決める必要がある。その場合に先ほど委員の一

人もおっしゃいましたが、それぞれの国、地域によりメジャーの言語があり、その言語の

特性と日本語教育というのを考えなければいけない。それから言葉というよりも、むしろ

文化的なことを理解していただいた方が、日本語はそれほど簡単に身に付くわけではない

が、日本人の発想などは母語を通して学ぶことが可能ですから、それは委員の一人がおっ

しゃったような、例えばビジネスだったら日本語はあまりできないけれども、日本人とビ

ジネス、あるいは同僚として働くときにどういうところでコンフリクトが起きるかという

ようなことはしっかり学んでいただいて、プラス日本語もできるだけ上のレベルにという

ことだろうと思うのです。そういったことを考えて日本語を勉強したいと思った人が差し

当たりパソコンを動かせるのなら、そこにアクセスできるようなものを国としてやるかど

うかというのが１点だと思います。それから IT ではなく学校ですけれども、一般を対象に

した日本語学校的なところ、これは多分国の教育制度とは多少外れているとは思いますが、

日本企業がどんどん海外に出て行き、そこで日本語を少しでも分かってくれる人が欲しい

というときに、学ぶ場をどのように確保するか。やはり一般教育機関ですから、その辺の
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機関をどのようにつくるか。そこで教える人が必ず問題になってきて、その教員の養成と

いうのも現地の先生と日本のネイティブの先生がどのように共同でできるか。我々はどう

いう人材を送り出せるかという教員の問題が出てくると思います。 
 ここからは突拍子もないことかもしれませんが、ＪＥＴプログラムで日本に英語の先生

を呼んでいます。３年以内で倍の１万人などとマスコミに出ていましたが、日本も 1,000
人単位で出したらどうでしょう。日本から逆ＪＥＴで 1,000、思い切りよく 1,000 単位で送

り出すというようなことを考える。ところが送られた方は迷惑するのです。現地の言葉も

分からない若い人に来られたら誰が世話をするのか、というようなことが問題になります

から。ただ日本から若い先生に来てほしい、予算はないけれども来てほしいというような

ところは、実は英語がそれほど使えない、限られた英語しか通じない、そういうところに

若い先生を送るとしたらどういう手があるのだろうか。そこで１つ思い付くのは、先ほど

神代課長がおっしゃった海外の日本語学校です。特に補習校と書いてあり、でも数は日本

人学校が 88、補習校が 200 ぐらい。なぜ特に補習校なのか、もう日本人学校の位置付け自

体をもう少し考えていただき、日本人学校の中に現地の子どもたちの日本語教育機能をも

っと積極的に持たせるというような方向を考えていただき、そこに日本の若い人を１年か

２年送り込む。多分日本語学校のあるところは企業もかなり行っています。日本人家族が

いるから学校がある。日本人のコミュニティーがあるのです。そのコミュニティーが日本

から来た若い方の生活面をかなりサポートしてあげれば、現地の先生方の負担をかなり軽

減する形で現場に入って、現地の先生と日本の若い人がそこで一緒に日本語教育に関わる

ことができる。これは外務省と文科省のコラボレーションです。やろうと思えばできると

思います。 
 私自身メルボルンに９年間いて、補習校が日本人学校に切り替わるときの文科省（当時

の文部省）のひどい、全くセンスのないやり方にどれほど腹を立てたか。それで自分たち

でメルボルン日本語国際学校という補習校に代わるものをつくりました。とにかくここは、

やろうと思ったらあまりお金を掛けずにできますから、ぜひこの線は追いかけていただき

たい。 
 それからオールジャパンという観点でいくと、これは日本国内のいろいろな関係、特に

省庁が連携する意味がよく見えてきましたから、内閣府であれ、国のどこかに海外の日本

語教育推進室のようなものができれば。実は海外における日本語教育推進と日本国内の日

本語教育はリンクしており、委員の一人がおっしゃるとおりです。若者が日本語教育で自

分のキャリアを考えるのはとても今難しい。その辺のことも含めて海外・国内全部をひっ

くるめて日本語教育というものを国としてぜひ考えていただきたい。それに予算を付けて

やろうと思ったら、もしかするとそれなりの法律なりを整えていかなければいけない、そ

ういうテーマだと思うのですが、そういうことをお考えいただきたい。 
 JICA と国際交流基金の連携について熊谷さんの「現状とアイディア」これもぜひ実現さ

れたら素晴らしいと思います。JICA で出ていた方々は海外で非常に安心して生活や仕事に
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取り組める体制ができています。それを先ほどの逆ＪＥＴ、1,000 人のサポートをある程度

JICA の出先機関も一緒になって、外務省の大使館・領事館等も含めて一緒にやるというこ

とはできないでしょうか。その他にも JICA と基金でご一緒にやるというのは大変なのでし

ょうか、分かりませんが、私やれることはたくさんあると思います。そういった意味でオ

ールジャパンというのがそれぞれの海外の現地で外務省の出先機関、JICA のような機関、

基金・日本人学校・企業・コミュニティー、そこでオールジャパンというのをもっとつく

るようなことを考える。あとは日本国内で省庁の連携が実質的に進むような仕組みをつく

る。そして最終的には人です。教師がこれに生涯を掛けると思うような状況をもっとつく

らないといけない。生活ができないからいい人がやめてしまう、これが現実です。ぜひそ

ういうことも含めてこの懇談会の報告書がつくられることを思っています。長くなりまし

た。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ、これで最後にしたいと思います。 
 
委員：それでは短く２点です。文化庁からいただいたクールジャパンの冊子、基本的考え

方という 12 ページです。これはとてもいいのですが、例えば⑤に「日本国内に滞在する外

国人に対してはもとより、いろいろと発信をする」とあります。もちろんこれは適切です

が、私はもう１つ進めて、ここに外国から来ている留学生も発信する人だというように発

想を変えていかないと、私たちがこれだけのことをやっていくではなくて巻き込むという

ことが必要です。私が独立してからいろいろな留学生から「自分たちは後輩たちが日本に

来たくなるような、そんな仕掛けを例えばネットでやりたい」と何人かから相談を受けて

います。もちろん NPO とかボランティアとしてやるのですが、自分たちがどんなに日本が

好きで、今どんな思いをしているのかを発信していきたい。そういうところにうまくサポ

ートして、私たちが日本にいる人たちを人的リソースとして活用するという発想がもっと

なければいけないと思います。 
 国土交通省に受入環境整備サポーター派遣事業というのがあります。そこに２年前の 10
月１日～２日、うちの学生も行きました。これは JTB と組んだものですが、例えばこの学

生は日本が好きで、日本の旅館の女将になりたくて来ているのです。五箇山に行き、いろ

いろな思いをして今は専門学校で学んでいます。こういう人たちがたくさんいるわけで、

彼女たちが何を感じてということを発信するシステムづくりがとても必要だと思います。

同じことが JICA と JF にもあると思います。今度 JICA の方のお話で非常に応募者が減っ

ているというところで１つ思ったのは、JICA でやることが自分のキャリアデザインにどの

ように結び付いていくのかということを、こんな人がこういうところへ行っています、だ

けではなくて、もう少し長いスパンで、こんなふうにキャリアパスとしてなっているのだ

というものをホームページに載せていくとか。実は JF の専門家の活躍も素晴らしいのです

が、なかなか一般に発信されていない。たとえば日本語教育学会で社会貢献部門として発
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信できないだろうかと今考えたりしています。そのようにやっていくとすごく変わってい

くかもしれない。やはりまだまだ発信が足りません。 
 最後にまた JICA に関してです。13 ページの「JICA ボランティアセミナーの開催」とい

うところに大学、地方自治体との連携も検討とありますが、なぜここに日本語教育機関、

現場がないのだろうかと思いました。実はその方たちを雇用するのは私たち日本語学校、

40 何％とありましたが、JICA もそういうところをあまりご存じないんですね。十数年前

にあまりにも人が足りないので、私たちの方から教師募集を載せてくださいというお話を

したことがありました。それはやはり連携だと思うのですが、お互いに知らないというこ

とはとても問題だと思います。そしてそのセミナーにも日本語学校の現場の人が行って話

をするとか、うちの教師も JICA 出身で採用して、また今ドクターコースに行ってまた行き

たいという人がたくさんいますので、何かよい連携ができないかと。やはり私たち自身が

発想を変えていかないとオールジャパンで。私は量でなくて、孔子学院は量ですが、やは

り質で勝負するべきだと思っているので、その辺をさらに連携が取れたらと思います。 
 
座長：大変熱のこもったご議論をして頂きましたので、時間が少し過ぎてしまいました。

ありがとうございました。委員の一人からご指摘のありました報告書をどう書くかについ

ては今事務局と打ち合わせ中です。いずれにしても先ほど西原センター所長もおっしゃっ

たように、いくらここで議論して提案を出してもそれが実行されないと全く意味がありま

せんので、何とか実行して頂けるような案の提案をしたいと思っております。委員の一人

が指摘された逆ＪＥＴプログラムの実施とか、インドネシアで日本語を教えていて日本に

来た方が３％しかいないというような状況の改善はさほど難しくないと、私は思っていま

す。後者については、外国でノンネイティブの方で日本語を教えておられる方に日本に来

ていただくようなスキームをつくればそれほど大きなお金は掛からない。以前ご紹介した

と思いますが、フルブライト・メモリアル・ファンドでは、アメリカからフルタイムの先

生方を３週間、600 人招いていましたが、総費用は４億円弱でした。それほど大きなお金で

はありません。私、71 年に英国へ行って驚いたことがあります。あのころイギリスとロシ

アは非常に仲が悪かった。スパイ事件とかいろいろなことでガタガタになっていたのです

が、それでもロシア人の英語の先生方を英国に招待していました。大変な数を招いて、実

に細やかに面倒を見ていました。非常に強い印象を受けました。「英語なんてほっといても

いいではないか」というような気もするのですが、英国は徹底的やっている。特に、日本

語となるともっともっと頑張らなければいけないのではないかと思います。 
 それでは島田課長、次回等のことについてアナウンスして頂けますか。 
 
島田課長：次回は７月５日です、よろしくお願いいたします。今、座長からのお話どおり、

事務局の方で皆様方からの提言を踏まえての叩き台を用意したいと思っております。今回

の会合のご案内にもありますように、お忙しいところ誠に恐縮ですが、来週の 24 日までに
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メールにて事務局まで、今回４回の議論を踏まえての皆様からのご提言をいただけました

ら、それを事務局の方でまとめて第５回の議論の叩き台として、大きな中間取りまとめの

土台をつくらせていただきます。第５回ではそちらを存分にご議論いただき、その後中間

取りまとめということで、７月中に大臣の方に提出という運びで進めたいと思います。そ

の辺は座長とも相談の上行っていきますのでよろしくお願いいたします。 
 
座長：最後に政務官の方からひと言お願いをしたいと思います。 
 
若林政務官：今日は本会議がありまして、遅く参加させていただきました。熱心なご議論

をいただき本当にありがとうございました。論点がたくさん出てきて、数回のこの会議の

中で必要とされているような論点が見えてきたのではないかと思います。私もここのとこ

ろ会議で何度か海外にお邪魔させていただくたびに、大使館の皆様が感じておられる問題

意識というのも、このお話の中に随分出てきたような気がしております。今、座長がお話

いただいたように実行可能なものでなければなりませんので、各所横断的に、あるいはそ

れぞれ関わっている各団体がしっかり連携しながら、実現可能な政策を提言できるような

ものにしていきたいと思います。 
 今日は本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。次回もよろしくお

願いします。 
 
座長：どうもありがとうございました。それでは本日は以上と致します。次回もよろしく

お願いいたします。 
 


