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「海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会」（第５回会合） 
平成２５年７月５日 

 
島田課長：定刻になりましたので、「海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会」

（第５回会合）を始めさせていただきたいと思います。本日もお忙しいところ参加いただ

きまして、ありがとうございます。それでは座長、よろしくお願いいたします。 
 
座長：おはようございます。時間でございますので、ただいまから「海外における日本語

の普及促進に関する有識者懇談会」の第５回会合を始めさせていただきます。 
 本日の会議の流れでございますが、まず、「2012 年海外日本語教育機関調査」ということ

で、国際交流基金から速報値のご報告をいただきます。大変興味深いデータがたくさん出

ております。引き続きましてお手元にお渡ししてございます「中間とりまとめ」、これは非

常にまとまっていましてファーストドラフト以上のものになっておりますが、これについ

て島田課長のほうから簡単にご説明いただき、その後、委員の皆さまからご意見をいただ

きたいと存じます。 
 次に、今回の人事異動で、芝田国際文化交流審議官が文部科学省へお戻りになりました。

その後任として新たに齋木国際文化交流審議官が着任されましたので、ご紹介申し上げま

す。一言ご挨拶をお願いできればと思います。 
 
齋木国際文化交流審議官：恐縮でございます。今座長からご紹介いただきました齋木尚子

でございます。芝田の後任で国際文化交流審議官を拝命いたしました。大変お忙しい先生

方に「海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会」にご参加いただいている、

ちょうど肝の段階で担当がかわりまして誠に恐縮でございますが、芝田からしっかり引継

を受けてございますし、また先生方のご指導を頂戴したいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 
 
座長：よろしくお願いいたします。なお本日も若林外務大臣政務官にご出席頂いておりま

すが、公務のため 10 時 50 分ころにはご退席と伺っております。 
 まずいつものように、前回いただきましたご意見の主なものについてご紹介を申し上げ

ます。第４回会合では、増田東京国際ビジネスカレッジ学校長、熊谷国際協力機構青年海

外協力隊事務局次長、神代文部科学省初等中等教育局国際教育課長、岩佐文化庁文化部国

語課長、中島経済産業省産業人材育成室室長補佐から、それぞれ報告をいただきました。

また、島田課長から英国における日本語事情等についても報告をいただいております。そ

の後行われました討議におきまして、委員の皆さま方からいろいろご意見をいただきまし

たが、その主なものだけ簡単にご紹介させていただきます。 
 まず１番目でございますが、日本ファンとなって帰国する外国人留学生の日本語教師と
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しての活用、現地日本語教師のキャパシティ・ビルディング、帰国後の日本語博士号等資

格取得に対する官民あげての支援、等の提案が出されました。 
 ２番目が訪日費用の一部支援、日本語教育と観光を組み合わせた魅力的な訪日プログラ

ムの企画など、現地で日本語を教えていただいているノンネイティブスピーカーの日本語

教師の方の訪日を促す試みが重要ではないか、とのご指摘がございました。 
 ３番目が、将来に亘って日本人日本語教師を安定的に確保する上で、JICA 日本語ボラン

ティアの帰国後のキャリアパス支援や、日本における日本語教師の賃金や雇用等の待遇改

善が必要であろう、というご意見です。 
 ４番目が、2020 年までに日本語学習者数 500 万人を達成するためには、千人単位での逆

JET の派遣が必要ではないか、ただしこの場合には現地での受け入れ体制をきちんとする

ことが必要である、というご意見です。 
 ５番目が、永住者等の子弟に対するいわゆる継承日本語教育、これは非常にいい名前だ

と思いますが、それの教育の場として、日本人学校や補習校を日本語教育拠点として活用

すべきではないか、というご意見です。 
 ６番目が、自立的な日本語学習を可能とするため WEB 教材拡充など、IT 活用への政府

の真剣な取り組みが必要である、というご意見です。 
 ７番目が、日本語の裾野を広げるためクールジャパンの発信と魅力ある日本についての

発信力強化が必要であろう、また、日本語や日本文化への理解をさらに深めるための施策、

例えば日本文学を各国言語に翻訳する、あるいは世界に発信する、そういうことも検討す

る必要があるのではないか、というご意見です。 
 最後に８番目でありますが、関係機関の連携を強めオールジャパンとして事業を効率的

かつ有効に進めるため、例えば内閣府に日本語教育に関わる推進室を設立するなど情報を

整理し法制の整備等を行う体制を整えることが必要である、という強いご意見が出ました。

以上、前回出ましたご意見の主なものだけをご紹介させていただきました。 
 それではまず先ほどご紹介申し上げましたが、国際交流基金の方からお願いします。 
 
島田課長：座長恐れ入ります。せっかくですので、今プレスの方もいらっしゃるので、冒

頭、若林政務官のほうから。 
 
座長：すみません。先を急いでしまいました。大変失礼しました。政務官お願いします。 
 
若林政務官：会議冒頭に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。木

村座長をはじめ委員の皆さま方には、３月の第１回目の会合から５回にわたりこの懇談会

にご出席いただき、鋭意さまざまな議論を展開していただきました。それぞれお仕事のあ

るなか、お忙しいなか、こうして会合を重ねていただいたご労苦に心から感謝申し上げた

いと思います。 
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 この懇談会は、海外における日本語の普及促進が国益上も重要だという観点のもと、オ

ールジャパンとして取り組むべき施策についてご意見をいただく場として、岸田大臣のも

とに設置をいたしました。私も第２回以降懇談会に出席させていただきまして委員の皆さ

ま方のそれぞれの専門性に基づいたご意見を拝聴させていただき、大変感銘し大いに勉強

になったものでございます。これまでの議論で日本語教師や教材の不足の問題、あるいは

そのための IT 活用の重要性、さらに日本語学習における入り口と出口における動機付けの

重要性など、具体的な課題が明確になってきたと思います。 
 先ほど座長のほうからもお話がありましたが、今日中間とりまとめということでさらに

この５回目の会合でご議論いただき、大臣への報告書の提出と伺っております。私ども政

務としては、いただいた提言をオールジャパンの取組としてしっかり実施していけるよう

尽力してまいりたいと思います。今日途中で退席をすることもありまして冒頭皆さま方に

心から感謝申し上げ、一言ご挨拶と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：政務官ありがとうございました。 
 国際交流基金から 2012 年海外日本語教育機関調査結果の速報値が出ておりますので、こ

れについて吉尾審議役からご説明をいただきたいと存じます。よろしくお願いします。今、

概要版の資料を配っております。 
 
吉尾審議役：それでは 2012 年の海外日本語教育機関調査結果、あくまで速報値ということ

ですが報告させていただきます。 
 2009 年のデータにつきましては、第２回会合で若干詳しく時間をいただきましてご説明

させていただいたところですので、その記憶とあわせながらお聞き取りいただければと思

います。なおこれはあくまで速報値でございますので、今後さらに受け取ったデータの精

査をいたしまして、分析を加えた形でまとまったものを出版物の形で公表していきたいと

考えております。このデータの取り扱いでございますが、７月８日に公表することを予定

しておりますので、ゴム印が押してありますがそれまでの間は取り扱い注意ということで

お取り扱いいただければと思います。それではご説明させていただきます。 
 お手元のパワーポイント A4 判の資料をめくっていただきますと、まず総括でございます。

学習者数につきましては、2009 年の数値から 9.1％増の 136 カ国・地域で約 398 万人。細

かく言いますと、下の箱囲みの中をご覧ください。学習者数、3,984,538 人が日本語を学習

しているというデータが出ております。教室数につきましては 63,771、機関数が 16,045 と

いうことで、それぞれ増加を見ております。枠外でございますが、全体的に増ということ

でございますが、2009 年に比べて国ごとで見た場合、学習者数が増加した国が 77 の国と

地域、減少した国が 61 カ国・地域ということになっておりますので、それぞれに国・地域

によっていろいろな事情が発生しているということかと思います。 
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 めくっていただきまして、学習者数、これも 2012 年の数字で申し上げた通りでございま

すが、経年変化ということで見てみますと 1979 年から 31.1 倍という伸びを示しておりま

す。近年の増加率を見ますと、若干でこぼこでございまして、前回の伸びが 22.5％であっ

たのに対して今回の伸びが 9.1%の伸びであったということでございます。 
 めくっていただきます。機関数につきましても 1979 年から 14 倍の増加を見ております

が、近年のトレンドを見ていただきますと、今回の伸びは 7.5％ということになっておりま

す。 
 めくっていただき、教師数でございます。教師数は 1979 年から 15.6 倍増加いたしてお

ります。今回の伸びが 28％の伸びになっておりまして、若干前回の伸びより大きくなって

ございますが、これにつきましては、実は韓国のデータで今まで機関の調査の中で捕捉で

きていなかったものにつきまして今回捕捉が初めてできた、ということで増えております。

具体的には韓国で活動しておられる大手民間教育機関の事業がデータとして把握できたと

いうことで、この数字が上がっているものでございます。 
 めくっていただき、国別の状況、いわゆるベスト 10 の形で見てみますと、2009 年の第

２位であった中国が 2012 年では第１位、26.5％学習者数が増えております。若干中国につ

きましてはどうだろうかと見ていたわけでございますが、高等教育機関を中心に学習者が

伸びているということで、こういう数字で上がってきております。インドネシアは前回の

３位から２位に、21.8%の学習者増を見て上がっております。これは中等教育機関での学習

者の増を反映した増加になっております。一方、前回世界第１位であった韓国が３位、12.8％
学習者を減らしております。 
 オーストラリアにつきましては若干の伸びで４位というポジションは変わっておりませ

ん。台湾につきましてもポジションは変わっておりませんが、5.9％学習者が減っておりま

す。米国につきましては 10.4%の学習者の伸びを示しているところでございますが、順位

としては６位のままです。タイは順位は変わっておりませんが学習者数は 64.5％の伸びを

示しており、これはやはり中等教育段階での学習者の増を反映しております。ベトナムは

5.6％の増で８位で、順位は変わらずです。マレーシア、フィリピンとも 44.7%、45％の増

は中等教育機関の学習者の増を反映したもので、それぞれ順位を上げているという構造に

なっております。 
 めくっていただきます。学習者の増減の国が数十カ国あるわけですが、上位の 10 カ国だ

け増加した国、減少した国を示させていただいております。減少しているところについて

大所については、後ほど A3 判のほうで見ていただきますが、若干カウントの方法によって

増減している部分もございますし、減少した国で中央アフリカが飛び込んできております

が、実際に１人の教師の方がかなり教えておられた、その方がリタイアされた、いなくな

ったということで、それが一挙に反映されるような国もあるということで、このデータ上

は中央アフリカが８番目に飛び込んできているというデータになってございます。 
 次のスライドの８番、９番につきましては、2009 年のデータのときにもお示ししました
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が、地域別の割合、学習者数の教育段階別の割合でございます。顕著な変動は 2012 年につ

いてはございません。東アジア、東南アジアの学習者が相変わらず全体の 80％以上を占め

ているということでございますし、中等教育の学習者が全体の 50％以上を占めるという傾

向を確認しております。 
 スライドの 10 番、日本語学習の目的ということでございます。2009 年、2012 年の変動

を見てみたいと思いますが、若干の変化が、「歴史・文学等に関する知識」、「マンガ・アニ

メ等に関する知識」、「日本語そのものへの興味」といったところで伸びを示しているかと

思います。それから中等教育機関で伸びていたということもあってか、「機関の方針」で学

習していることを示す割合が増えているということが見てとれます。 
 スライドの 11 番、日本語教育上の課題ということでございます。「教師不足」でありま

すとか、「（教師）日本語能力」、「教師の教授法」といったところで不十分といっていたも

のが、2012 年には 2009 年より改善していると言えるかと思います。一方、「学習者が減少

している」、あるいは「学習者が不熱心」についてですが、「学習者不熱心」は中等教育で

学ぶ学生・生徒が増えたことの反映かと思いますし、「学習者の減少」というのは、それぞ

れの国のそれぞれの context の中でいろいろなことが発生しているということであろうか

と見ております。 
 今までのところが総括でございますが、A3 判で主要国のデータを細かく出させていただ

いております。中国につきましては先ほど申し上げましたが、学習者が高等教育のところ

を中心に数字が伸びておりますが、中等教育でも伸びが認められております。インドネシ

アも明らかに中等教育のところでの伸びという数字がグラフではっきり分かってきており

ます。 
 ３枚目の韓国でございますが、下のほうで特殊要因と書いていますのが新たに捕捉でき

たデータのことでございますが、その分を除いて今までの流れと比較してということで見

ていただけるようにしております。こういう形でやはり中等教育のところでの数字が厳し

くなっているということかと思います。 
 学習目的と教育上の問題点のアンケートが非常に特異なデータで出ておりますが、実は

これは調査方法によるもので、韓国では電話調査でやったということがあり、電話口での

回答者の回答ぶりとして、項目をあげていって最後のほうで答えるというパターンが多か

ったのです。実は前回の調査でも同じような特異な状況が発生しておりまして、韓国につ

いてはもう少し細かくサンプルを取って調査していく必要があるかなと考えております。 
 オーストラリアでございますが、2009 年にいったん機関数・学習者数とも落ち込んだも

のが上向きに転じたという傾向が見てとれます。現政権でアジア言語重視という政策が打

ち出されておりますが、今後それがどういう形で反映されていくかを注目していきたいと

考えております。 
 米国につきましても、いろいろな情報が入っておりまして、全体としてどうなるかとい

うことを気にしていたところでございますが、全体として見ますと初等教育、中等教育、
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学校教育以外のところで頑張っていただいて学習者数が伸びたということでございます。

しかしそれぞれの地域別で見ると、かなりでこぼこが出てきておるように感じております。 
 タイも先ほど申し上げました通り、中等教育で数字が伸びているということでございま

すが、やはり教育上の問題点、課題のところはそれを反映した形で「学習者不熱心」とい

う回答をしている割合が大きく増えております。 
 最後はベスト 10 には入ってこない 15 位ですが、ヨーロッパということで見ると欧州で

は第１位の学習者数を誇っているのがフランスでございます。日本への言語そのものへの

興味、関心が非常に高い国でございますが、着実に学習者数が増えているというトレンド

が出ております。以上、2012 年の調査の概要でございます。 
 
座長：ありがとうございました。ただいまの吉尾上級審議役のご説明に関しまして、何か

ご質問等ありましたらお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。データが大

量にありまして解釈が難しいところもありますが、いかがでございましょうか。どうぞ。 
 
委員：韓国で、学習者数が減っているのに教師がかなり増えているという点と、データを

渡してという調査ではなく電話で行ったとおっしゃったのが少し意外だなと思ったのです

が。 
 
吉尾審議役：これはもっぱら大手民間教育機関の教室でそれぞれ先生がおられるという形

で一挙に教室数が増えるということで反映されてきます。それから韓国の場合、今まで世

界１位であり非常に問い合わせるべき機関が多いということと、基金のセンター自身でな

かなか調査ができないことから協力していただいている機関にお任せしているということ

もあり、そういう調査になっております。 
 
委員：学習者数がかなり減っているのに教師数が非常に伸びていますが、これもこの民間

教育機関が入ったからということですか。 
 
吉尾審議役：この機関が入って学生数が増えても、それを打ち消してマイナスになるほど

学習者数が減っているということでございます。教師数は間違いなく増えています。 
 
座長：補足をお願いします。 
 
安藤部長：今、韓国でこの大手民間教育機関は機関としては１つのカウントなのですが、

たくさんの教室を持っており、10,779 人の教師と学習者が 57,555 という数です。この分が

教師数と学習者数に上乗せになっていますが、それを打ち消して全体でマイナスというこ

となので、実質的にはかなり中等教育で下がってしまったということになっています。 
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座長：カリキュラムの改定があったことが原因なのですが、必ずしも日本語を離れて他の

言語に行ったというわけではないようです。例えば技術のようなものも選択科目の仲間に

入れられてしまったので、そちらに流れたということがあると聞いています。それでよろ

しいですね。 
 
安藤部長：今まで外国語は必修選択科目だったのですが、中等教育のカリキュラム改定が

ありました。外国語も技術・家庭など、その他の科目とあわせて選択してもよい科目にな

ったので、語学は他の科目に比べて勉強するのが大変ということがあり、日本語、中国語

も数を減らしております。ヨーロッパのドイツ語、フランス語も数を減らしております。

ただし日本語はもともと数が多かったので、割合として減り具合が多かったということは

あると思います。 
 
座長：ということのようです。他に、どうぞ。 
 
委員：大変興味深いデータを速報で見せていただいてありがとうございました。ただ、個々

のものを見ているとだんだん分からなくなってくるので、ballpark でボトムでどういうト

レンドなのか、少しお伺いしたいと思いました。 
 まず学習者の数で増えていてよかったなと思ったのですが、実は隔年トレンドで見ると

伸び率が 9.1％、その前は 22.5％、26.4％と伸び率がある意味では下がっているということ

が基本的にはボトムの数字に出ていると思うのです。学習目的や教育上の問題点というの

も比較があるのですが、国によって少し違うと思いますが、22.5％、26.4％から 9.1％に下

がっていった基本的な理由・原因はどのようにお考えですか。 
 
吉尾審議役：学習者数の大半を占めるのが中等教育機関の学習者だというデータが出てお

りますが、伸びてきている部分の大半は、それぞれの国において中等教育で日本語を取り

入れたところから一挙に数万人というオーダーで伸びてきた。インドネシア、タイで過去

の数年間の間の伸びが出てきており、今回は新たにマレーシア、フィリピンが加わってき

ました。しかしまだそれは途中段階であるということで、過去に押し上げただけの伸びが

そこで得られていないということに加えて、全体としての高等教育機関や学校教育機関外

の部分の減で打ち消されて、過去の二十数％から 9 点数％という伸びへ鈍化したというこ

とが言えるかと思います。 
 実は伸びているところでは「学習者不熱心」などの傾向がはっきり出ておりますので、

基金としては今まで各国の教育行政当局と一緒に、学んで楽しい教科書の作成に協力をす

る、あるいは教える先生の資質向上に資する研修を提供するというようなことを行ってお

りますが、そういった事業展開をさらに充実させる必要が一つのポイントかと思っており
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ます。中等教育段階で実際に取り組みを決められる校長先生や地方教育行政当局の方々に、

より日本語教育についての関心を持っていただき、そこに導いていくというような活動を

もっと広く展開していく必要があるのではないか。まさにボリュームゾーンをどう攻略し

ていくかということが、一つの戦略ではないかと考えています。 
 
委員：分かりました。ありがとうございます。結局はボリュームゾーンのところが今まで

は伸びてきたけれども、９年から 12 年に関しては新しく伸びるところがなくなってきた。

一方、他で伸びてきたところが下降傾向になったので、足し算をすると伸び率が減ってき

た。もう一つは学習者があまり熱心ではないというトレンドがいろいろな国で出ているの

ですが、なぜという部分をもう少し分析する必要が今後出てくるかもしれないですね。あ

りがとうございました。 
 
委員：学習者上位 10 カ国の中の９位、10 位が変わっているわけですが、この９位、10 位

から脱落した国はどこの国かということが一つです。それから次のページの（学習者が）

減少した国で、韓国、台湾、スリランカなどとありますが、台湾やスリランカ、香港、そ

の辺りが減少している理由はどの辺にございますか。 
 
安藤部長：今回 2012 年で９位、10 位から下がってしまったのは香港とカナダでございま

す。減少が大きかったというところは、まだ速報値なので、その動きを見てこれからフォ

ローしていくのですが、スリランカについては前回の捕捉の仕方、調査のデータの形が少

しおかしかったということがあり、その誤謬（ごびゅう）です。他の香港や台湾などにつ

いては、これから少し追加の調査をしますが、教育の制度で外国語が英語に若干シフトし

ているということが特に台湾でいわれております。速報段階ではこういう情報が上がって

きておりますが、われわれもこれはもう少し詳しく把握して調べていきたいと考えていま

す。 
 
座長：よろしゅうございますか。他にございますか。どうぞ。 
 
委員：増加した国の数は出ているのですが、新たに調査の対象となった機関がどのくらい

あるか。また前回の調査の対象になったが今回は対象にならなかったところがあるのかど

うか。まだそこまで細かい数字が出ていない段階だと思いますが、もし分かりましたら教

えていただきたいと思いました。 
 
安藤部長：そもそも前回、日本語学習者がいると思われたところには全部調査をかけてお

ります。ただ、ぶれる要因としてはまず、基本的には全体では９割以上の回答率が得られ

ているのですが、国によっては小さい国で民間が多いところではライバル関係があって情
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報を出したくない、というようなことがある国があり回収率が下がっていたりする。割と

大口の国、例えば例を挙げるとシンガポールなどでは、回答をたくさんもらえる年、もら

えない年でかなりぶれが出たりします。 
 新しく、日本語をここでもやっているのではないか、というところを見つけるのが実は

調査の一番難しいところです。われわれ国際交流基金の専門家や JICA さんの専門家が行っ

ているところなどの地域の情報から、日本語をやっているのではないかという情報があっ

たところには全部調査をかけています。また高等教育機関、大学などはアジア言語学科な

どがあるところは日本語もやっている可能性があるので、幅広く聞いた上で回答を得てい

るということになっています。新たに何機関か、具体的な数字までは手元にないのですが、

そのような形で調査しているので、過去にやっているところはほぼ 100％聞いています。新

しいというのは、在外公館さんなど、いろいろな情報も踏まえて調査をかけているという

ことになっております。 
 
座長：どうぞ。 
 
委員：これは調査項目に入っていないと思うので将来的に調べたらどうかと思うことなの

ですが、一つは中等教育の段階でそれぞれの学年で何人いて、最終段階まで到達する子ど

もの数が増えているのか、減っているのかというような学習期間について知りたい。「学習

者不熱心」ということが盛んに出てくるのは、おそらく半年でやめたり、１年でやめると

いうケースがあるのだと思うのです。そういった意味では、継続期間に関するデータがあ

ると役に立つと思います。また教員の数が６万などと数で出るのですが、数の中身、養成

のルートなども含めてデータが取れるようになるともっといいなという感想を持ちました。 
 意外だなと思ったのはベトナムで、伸び率が 5.6%ですが、これは中等教育が広がってい

ないことを意味しているのか、もっと伸びていいと私は勝手に思い込んでいたので若干意

外に感じました。モンゴルは個人的に知っている限りではとても活発に行われている印象

を持っていましたが、数字を見ると減っているので、実質的に中身のことについてもっと

情報をいただけるとありがたいなという感想を持ちました。以上です。 
 
座長：どうされますか。簡単にレスポンドしてください。 
 
安藤部長：調査項目なのですが、われわれとしてもそういう部分は調査したいと思ってい

るのですが、調査項目が増えますと回答率が非常に下がるので、割とシンプルな調査にし

ています。逆にわれわれとしても基本情報を捕捉した上で、その上で、少し大口のところ

など、いくつかサンプルを取って、今尾﨑委員がおっしゃったようなことを捕捉的に取っ

ていこうと今考えております。 
 モンゴルについてですが、実際に日本語教育はそれなりに活発であることは間違いあり



 10

ません。ただ、日本の学会などにモンゴルの先生が参加されているときにお話を聞いたり

すると、今、韓国企業などの進出があって、ここでも議論が出ました、出口としての企業

での採用や、留学なども韓国政府がかなりお金を出して韓国に、ということがあるので、

そういう意味でアジア言語の中では韓国語の人気が出てきている。その反面、日本語は、

モンゴルに企業進出もしていますが、それほどたくさんの人を採用するような形ではない

ですし、日本への留学についても十分な補助金が必ずしも韓国に比べてない。そのような

モンゴルの教師会の先生などがおっしゃっていたところが反映されているのかなと思いま

す。 
 
吉尾審議役：ベトナムのお話がございましたので追加ですが、ベトナムは中等機関の学習

者が 4 千数百名というオーダーで、教師も三十数名という状況です。ただ中等教育に日本

語を導入するというプロジェクトが 10 年間走ってきまして、教科書の開発など一緒に行っ

てきております。外国語教育の刷新プロジェクトが動き出すようになっておりますので、

その中にしっかり日本語を組み込んでいただくような働きかけを行っていくことで、ベト

ナムの中等教育は伸びていくと思います。その分、実はベトナムは大学といわゆる民間の

日本語学校というのがかなり活発に日本語の活動を行っているという状況にございます。

以上です。 
 
委員：今、学習者数の上位 10 カ国のところを見ていますが、先ほど座長がおっしゃったよ

うに、例えば韓国の減少は中等教育の改組、カリキュラムの問題も考えられるということ

もありますし、これからイギリスにおいてもこういう問題が出てくるという話が前回あり

ました。それに対してタイやマレーシアなどは、これも中等教育の中で日本語が選択され

るという話が先ほどあったのですが、東南アジアにおいては 1.5 倍の大変大きな伸び率を見

せているわけです。そして、タイの教育上の問題点を見ていきますと、例えば「学習者不

熱心」が非常に高くなっていますし、逆に「教材不足」ということがここにあります。中

国などは「教材不足」ですとか、そういうことがあまり反映されていないので、急速に中

等教育の中で改革、変革があって対応していないといいますか、義務教育の中で学ぶ学生

もいるけれども、あまり熱心ではないということなのか脱落しているのか。中等教育です

と他の機関で学ぶ場合と少しデータの出方が変わってくるだろうと思いますので、その辺

りの見通しといいますか、どういうふうに理解すればいいか、もしお考えがあれば聞かせ

ていただきたいと思います。 
 
座長：どなたがお答えになりますか。吉尾さん。 
 
吉尾審議役：まさに中等教育のところは、もっと細かく状況分析して、それに応じた支援

策を当局と一緒に考えて行っていかなければいけないと考えております。それぞれの国の
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中等教育の日本語教育は、全ての国に一律でこういうプログラムで、というやり方ではお

そらくうまくいかない段階に入ってきている、という認識をすべきかと思っております。 
 
座長：ありがとうございました。じゃあお先にどうぞ。 
 
委員：２点ほど質問させてください。まず教育上の問題点が出ているところで、実際に学

習者数が伸びているのに「学習者減少」という教育上の問題点を指摘している、つまり矛

盾があるのがインドネシア、中国、米国の３カ国。これは回答している人たちは機関の教

師という理解でよろしいでしょうか。 
そうすると、実際に増えているけれども、機関の先生たちは減少しているということを

非常に重視している。この点はおそらく調査上のいろいろな問題点だろうと思うのですが、

それについてご回答いただきたいのが一つです。もう一つ、2012 年の結果ということであ

れば、もちろん地域によって違うと思うのですが、いつごろなのか。2011 年の震災の影響

が果たしてここに反映されていると読んでいいかどうか。これについてのご見解をお願い

したいと思います。 
 
吉尾審議役：まず学習者が実は増えているのに、それぞれの機関から減少を問題だと言っ

ていることですが、それはまさに統計データを足し合わせるとそういうことになる。減っ

ている地域・教室からは学習者減少という回答が出てきて、こちらの数字として反映され

てしまっているということで、アメリカなどに割と多く見られるケースなのではないかと

思われます。それからもう一つは何でしたか。 
 
委員：震災の影響です。 
 
吉尾審議役：調査の期間ですが、今休みで学校に誰もいないというときにデータを取って

も数字として具合が悪いので、それぞれの国によってタイミングが異なっておりますが、

調査開始期間は 2012 年９月からになっておりますので、３．11 からは若干時間は空いて

おります。 
 
委員：そうすると影響は見られなかったという解釈でいいのでしょうか。それとも次の調

査でその影響が表れる可能性があるのでしょうか。もちろん解釈の段階なのですが。まだ

何とも言えないということですね。ありがとうございました。 
 
座長：最後にしたいと思います。 
 
委員：ありがとうございます。９ページに初等教育、中等教育、高等教育、学校教育以外
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と分布があります。これは小学校、中学校、高校と言っていいか分からないのですが、そ

うだとした場合、１人の人で考えたときに、中等教育のときに一種の義務のカリキュラム

として日本語を学びました、高校では義務でやる人は少し減っていますということで、結

局、日本語ということを本当に理解して話せるのか、読めるのか。そういう人たちは一体

どのくらいになるのか、というのはどう考えればいいのでしょうか。中学校、高校で受け

たけれども忘れてしまったし、社会に出てるとそれほど使えないということなのか。それ

とも学校教育以外という部分がどんどん伸びてきて、学校で学んだことをきっかけにもっ

と日本のことを知りたいと思って増えているのか。時間軸でやってしまうと、最終的にそ

の人が日本語に対してどうなっているのか、どう解釈すればいいのかが分からなかったの

で、よろしくお願いします。 
 
座長：お願いします。 
 
吉尾審議役：確かに中等教育でまとめてしまうと中身がよく見えない、というのはご指摘

の通りですが、非常に大きなボリュームのところで現実に何が起こっているかといいます

と、第２外国語として中学校、高校で行っているというのは、多くの場合、週１回の授業

で行っていますので、そこで３年やってどれだけ日本語ができるようになるか、これはな

かなか厳しいのは間違いないことです。 
 中学校、高校の、いわゆる日本の学習指導要領に当たるカリキュラムの目的を各国作っ

ておりますが、それを見ますと、日本語を勉強することで異文化の理解を図る、日本につ

いて知る、ということであり、日本語をマスターするということを必ずしもゴールには設

定していないというのが、中等教育で学んでいる学習者の大半であるという認識はすべき

かと思っております。そういった学習者に対して、日本語教育としてはどういうことをし

たらいいのか、ということは非常に重要なポイントであり、とにかく語彙が増えて漢字が

書けるようになる、ということでは必ずしもないだろうとは感じております。 
 
座長：よろしいですか。なかなか難しいところですね。それでは重要な議題がもう１つ残

っておりますので、この辺にしたいと思います。おそらくもっとご質問があるのではない

かと思いますが、事務局にお問い合わせていただければと思います。よろしくお願いいた

します。 
 それでは、事前にお配りしております中間とりまとめ案について審議に入りたいと存じ

ます。嫌味な言い方になるかもしれませんが、もうお読みいただいていると思いますので、

まず、島田課長の方から簡単に全てについてご説明いただいた後、議論は少し区切りまし

てお願いしようと思っております。それではよろしくお願いします。 
 
島田課長：ありがとうございます。なるべく手短に申し上げたいと思います。 
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 今回の中間とりまとめ、最終報告ということが一つ大きな節目でございますが、もとも

と最初にお話申し上げましたように、日本語を海外で普及することが日本の国益に資する

のだという問題意識。一方、そうはいっても今まで霞ヶ関界隈においても、官だけではな

く民の方々も含めてオールジャパンでどうすべきかという問題意識を持って議論したこと

は一度もなかったものですから、今回そういう意味では初めての試みでございます。私ど

もとしては、こういった熱心なご議論の結果でございますので、ぜひ国民一般の方にもよ

く分かっていただきたいということがございます。したがいまして、今回の中間とりまと

めに当たっては３つの点を重視させていただきました。 
 まずはなるべく誰が読んでも分かるようなものにしたい。つまり問題意識から最終提言

に至るものも含めて、できるだけ誰が読んでも納得いただける、ないしは理解いただける

ものにしようということが１つです。２つ目はこれはあくまでも素案でございますので、

最終的に委員の先生方の主観が入ることは期待しておりますが、素案はなるべく主観をい

れずに客観的に書こうということで用意させていただきました。３つ目は２つ目と関係し

てございますが、分かりやすさ、客観性という意味で、できるだけデータを盛り込もうと

いうことで、今日は速報値に関する報告をいただきましたが、速報値が出た段階で基金さ

んからもデータを提供いただきまして、一番新しいデータをもとに素案を用意させていた

だいたということでございます。 
 全体の構成でございますが、ご覧いただきました通り、大きく柱は４つございます。「は

じめに」で問題意識を提起しておりまして、その後「現状」、それについての「課題」、課

題について何をしなければいけないのかという「提言」、中身的には３つの構成になってい

るということでございます。これはまさしく今までの懇談会の運営と議論に忠実にしたい

ということでまとめさせていただいたということでございます。 
 それから、まとめるに当たって非常に難しいといいますか、頭を悩ましたのは、非常に

熱心なご議論をいただいていろいろなご意見をいただいたので、それをどのように観点と

して切り取り、かつ、それを分かりやすくするか、というのが一番の苦労のポイントでご

ざいました。一つの工夫はここに書いています通り、日本語の普及について需要と供給と

いう観点でまとめさせていただきました。つまり、われわれとしては海外における日本語

学習者を拡大したいということですが、今問題意識としては縮小均衡にあるのではないか。

そうであれば一番分かりやすくするためには、経済的な理論ではないですが、一番基本に

なる需要と供給という観点でまとめてはどうかというのが工夫のポイントでございます。 
 そういう意味で、簡単に構成の流れだけもう一度おさらいさせていただきますと、なぜ

日本語の海外普及が国益に資するのかを簡単に問題意識として書いてあるのが「はじめに」

という部分でございます。 
 ２つ目に「海外における日本語教育の現状」ということで、先ほど申し上げたように需

要と供給という観点からまとめさせていただいています。需要の中身としては「ア」とし

て総数がどうなっているか、「イ」として地域別にどういう特徴があるか、「ウ」として学
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習者の需要の動機はどうなっているか、ということでご議論を簡潔にまとめさせていただ

きました。 
 次に要は供給サイドからの視点ということで、まず学習機会としてどういう形で供給サ

イド、特に日本側の施策としてできているか。それから教師や教材がどうかという話です。

それからまさに今日ご議論いただきましたが、いろいろな意味で中等教育段階が重要だと

いうのがある程度見えてきました。ただここについても、一般の方からご覧になったとき

に「中等教育が増えてよかった」というのではなく、実はこれには裏がいろいろあるとい

うことを分かりやすく書いたほうがいいだろう。すなわち、中等教育は増えているけれど

も、単に手放しで喜んでいいものではない。つまり中等教育というのは制度でいろいろな

形で変え得ますので、そこについてはしっかり把握をしましょう。それから先ほども議論

が出ましたが、制度の中で第２外国語の中で増えているものでありますので、後から出て

きますが中国語、韓国語、その他の言葉との非常にライバル関係にある。したがって放っ

ておくと非常によろしくないということを分かっていただくために、あえて「中等教育（段

階）での学習者増が意味するもの」ということで、補足を書かせていただきました。 
 「エ」として、これは何度か出てきましたが、継承日本語の問題、これこそ霞ヶ関では

今までどこも拾う形ではなくなっている。一方、国際社会のいろいろな状況の変化によっ

て、国際傾向など増えまして実はこの辺は隠れた形で問題がある、ということをレジスタ

ーしたということでございます。 
 先ほどライバルの話ございましたが、今回の議論の中では中国の孔子学院や韓国のポッ

プカルチャーの進展、そういった新興国の日本のライバルとしての存在というのが出てき

ましたので、そこを若干補足させていただいたということでございます。 
 それから３つ目に、現状を見て課題はどうだろうかということも需要と供給という観点

から整理させていただきました。まず（１）として日本語教育の需要を増やすためという

ことで細かく切りまして、「ア」として入り口の話です。それから出口の話です。これはあ

えて中身については申しません。「ウ」として、先ほど申しましたように一番ボリュームの

ある中等教育というのは、単に放っておいて、受け入れ側の政府や教育機関、父兄の方々

が非常にどの言葉を勉強するかについて力がありますので、そこについてはきちんと書い

ておいたほうがいいのかなということで書かせていただきました。 
 今度は供給面でございますが、先ほどの問題に呼応する形で学習機会の提供についての

供給面の問題、先生の問題、それから教材の問題ということで整理させていただきまして、

その文脈から出てきました IT を活用すべきではないかということ。これは今、供給の観点

で出てきますが、おそらく需要でも IT の活用はあるのではないかという議論はあるかと思

います。最終的に先ほど出てきた継承日本語の供給の問題、これは今の時点で確たる解は

ございませんが、やはりオールジャパンで対応すべき問題ということでレジスターしたと

いうことでございます。 
 ４つ目に最終的に具体的な提言は何かということで、まさにご議論いただくポイントで
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ございますが、先生方のご議論、また先生方から紙を提出いただきましたので、そこをで

きる限り客観的に羅列させていただくとともに、中間報告でございますので、できる限り

早く手当ができるものについては、われわれとしても誠実に対応したいと思っていますの

で、私どもから見て早く対応できるものはどれかということで、星印を付けさせていただ

いたというのが全体の流れでございます。以上簡単でございましたが、考え方だけをご説

明申し上げました。 
 
座長：ありがとうございました。 
 それでは早速ですがご意見をいただきたいと思います。先ほど申し上げましたように幾

つかに、区切ってご意見をいただければと思います。区切り方ですが、ボリュームの関係

で、１の「はじめに」と２の「海外における日本語教育の現状」まで、つまり、７ページ

の「取り組むべき課題と方向性」の前までについて、お気づきの点がありましたらご意見

を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。 
 いかがでございましょうか。冒頭申しましたように全体的にはよく書けていると思いま

す。 
 
委員：まず、よく短期間にこれだけ書いていただけたということでお礼を申し上げたいと

思います。コメントを一つ、４ページの（２）の「ア」のところで海外における企業のこ

とが出ていたと思います。企業の場合は英語を使って大体仕事ができているので、日本語

が分かる現地社員は日本に連れてきて研修をやればいいというようなお考えがある、と書

かれています。この懇談会ではそういったトーンだったと思いますが、ASEAN 地域に実際

に出ていっている企業は製造業が圧倒的に多い。前回の懇談会でも話題になったのですが、

文化的な違いの結果、言葉よりもコンフリクトが起きるという話があり、その辺のことを

やはりもっと認識する必要がある。ですからここはもう少し踏み込んだ形で、確かに英語

でやるということもあるけれども、大した日本語力でなくてもいいので現地の人たちの日

本語の学習機会を作っていかないと、進出した製造業が非常に難しい局面を迎えるのでは

ないか、ということを入れるといいのではないかと思いました。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。今のことでコメントございますか。よろしゅうございま

すか。他に、どうぞ。 
 
委員：非常によくまとまった報告書で特に申し上げることもございませんが、少し気がつ

いたことです。一般の人にもよく分かるようにという趣旨で、まさにそれが大事なことだ

と思うのですが、今回の現状認識として、速報値で数自体は増えているが、相対的に日本

のプレゼンスは下がっていく心配がある。その辺の矛盾する２つの傾向を、もう少し一般

の人に分かりやすく説明したほうがいいのではないか、という印象を持ちました。 
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 例えば２ページ目（１）の「ア」の「日本語学習者総数の動向」で、速報値で 397 万人

になったという話がありますが、後半のほうでは韓国などで減っている。大体これでいい

と思いますが、例えば「中等教育の動向によって非常に大きく左右される側面があるので

決して楽観はできない」というような、先ほどの吉尾さんの説明の分析のようなもの、な

かなか断定的なことは書けないと思いますし、あまり主観的な表現は入れないほうがいい

のかもしれませんが、もう少し危機感が分かるようなことがこの部分に入っておいたほう

がいいのではないか、と少し感じました。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ。 
 
委員：大変よくまとめられた、読んでいて本当に問題の骨格といいますか、骨子が大変よ

く分かって瞠目（どうもく）いたしました。非常に読みながら勉強になってよかったと思

います。 
 ２つほど提言といいますか、この中でもう少し補足したらいいのではないかということ

がありまして、申し上げます。一つは４ページに日本語の学習動機の傾向、先ほど島田課

長がおっしゃった需要のところですが、例えば外国人の日本語教育あるいは外国における

日本人への日本語教育という２つの従来の枠に帰属しない「日本語継承者」ということが

今回浮き上がってきまして、大変これは重要なことだと思うのですが、「日本語人材」とい

う概念をぜひ打ち出してアピールしていく。日本語を学ぶ、接触する、アクセスがある、

あるいはそれをマスターするかどうかは別として、今まで日本語に継続的に接してきた若

者たちを中心に、彼らが「日本語人材」だということを一つの実態をどういうふうに一般

の方にアピールするか、ということは少し工夫をしないといけないと思います。 
 そのためにも、前にも申し上げたのですが、例えば継承日本語教育に関わっている学生

たちが、おそらくどこかで違う方向に、日本語教育から中等教育、あるいは高等教育の学

習が終わった後に、その人たちがどのように。これはよく最近アメリカの大学ではヘリテ

ージカルチャー、それぞれのヘリテージ、もともとのバックボーンの文化の一部として実

際に社会生活の中でどのように生かしているか、ということを中期的・長期的に調査をし

ていただく必要があるのではないかと思います。 
 そうしますと、おそらく違う調査の仕方、あるいは調査期間を、語学の研究あるいは教

育から離れて、それぞれの社会の中でどのようにそれが影響するかということに少し変え

ながら行っていかないといけないと思うのです。絶対数が増えていても減少傾向にあると

いうことや、他のアジアの韓国語や中国語に対しても日本語が実際に相対的に減っている

ということから考えると、こういう人材をもっと長期的にどういうふうに。どういうふう

にというよりも、どういうふうに教育というものが役立っているのか、発揮されているの

か、どこに課題があるかということをぜひ追跡をしていきたい。これは全体をする必要は

ないように思うのです。いいサンプルができればデータを集めていくということは十分だ
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と思うので、それをぜひ５年、10 年のスパンで提言として施策として組み込んでいただく

必要があるのではないかと思います。 
 もう一つは、学習者数が増えているわけですが、それと同時に一方では例えば６ページ

にありますように、「新興国における自国語普及活動の活発化」ということがあります。要

は東アジアの中で今までは例えば英語一辺倒だった外国語学習が、互いに言語を学び合う

といいますか、あるいは言葉は悪いですが共食い状態になっているという側面があると思

うのです。今日は速報で出しているデータは非常に貴重だとは思うのですが、政策形成を

していく、あるいはオピニオンをこれから形成していく中でも、総合的に日本語がどうい

うふうに学習されているかということだけではなく、アジア全体の中で中国語、韓国語中

心に学習者たちがどのように出入りしているのか、相対的にその数がどのように変動して

いるかということを立体的につかめるように、ぜひ視覚化していただきたいと思います。 
 数字では分かりますが、結局パイとしては減っている。学習者数は増えているけれども

パイが減っているという、何とも言えない気持ち悪さといいますか、減っているというこ

とはよくない、何とか改善をしないといけないのですが、しかし絶対的には増えている。

それが全体の中ではどのように見えるのか、どういうふうにそれを捉えるかということを

可視化することも、おそらく特に広報活動においては必要な側面ではないかと思いますの

で、ぜひ盛り込んでいただきたいと思います。 
 
座長：ありがとうございました。他にございませんでしょうか。どうぞ。 
 
委員：とりまとめ、ありがとうございました。細かい点ですが３ページの地域別現状の部

分で、先ほどの基金さんの報告の中でも中国、韓国、インドネシア、タイ等のお話がある

中で、インドとアフリカが若干唐突に出てくる感じがします。他では一切この２カ国につ

いては出てこない中で、現状の部分だけ突然出てくるのは若干違和感があります。いろい

ろな政治的な背景があるかと思いますが、ここに出てくるのであれば、後半の施策の部分

でインドやアフリカにこうしていきます、と具体的に何かあればつながる感じがします。

そこだけは違和感がありましたので、あらためてコメントということでさせていただきま

す。以上です。 
 
座長：実は今、文部科学省で戦略的な留学生の受け入れについての議論を行っているので

すが、そこでも、突然インドとアフリカが出てきて、全体の脈絡がとれていないと言うお

叱りを受けています。ここと全く同じことになっています。その辺については少し考えさ

せて下さい。ありがとうございました。他に、どうぞ。 
 
委員：皆さんおっしゃっているように、大変きちんとまとめていただいてありがとうござ

いました。 
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 この中に入れるものなのかどうか、私はよく分からないのですが、例えば中国や韓国が

具体的にどういうことを行っているのかという例も、少し分かる範囲で載せていただける

と、日本が今いろいろなことを行っていることが国際的には遅れているのか進んでいるの

か、といったような立ち位置がはっきりすると思います。先ほど委員がおっしゃったよう

に、中等、高等、そこから出た後にどうなるかという意味でいうと、それぞれの言葉が共

食い状態ということにこれからなってくると思いますので、他の国がどのような施策をし

ているのか。日本はこの部分はいいけれど、この部分は遅れている、というのも加えてい

ただければと思いました。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。他にございませんか。 
 
委員：これまでの議論であまりはっきり出ていなくて私も申し上げてなかったことなので、

今回の中間とりまとめのどこにどう入れればいいか、分からないのですが。量的な議論は

しているのですが、質的な議論をあまりしていないのです。質的ということを考えたとき

に、中等教育で先ほども話題になりましたが、週１回程度で結局は日本語がそれほどでき

るようにもならないし、それが目的ではないという話なのです。日本語教育ではなくて日

本教育あるいは異文化理解教育というような枠組みで考えるというのが、おそらく海外、

とりわけ中等教育の現場ではそうだと思うのです。 
 そうすると、そこで教えてらっしゃる先生方、あるいは日本から日本語教師が出ていっ

て教えるときに、実は教えなければいけない中身は日本のことや異文化のことであったり

するのです。日本語教員になる人たちにそういうことをどの程度教育しているか、という

教員養成の中身に関わってくるのですが、さしあたり海外での日本語教育を考えたときに、

現地の日本語の先生が大学で教育を受けているときに日本語や日本語教育を勉強しただけ

では全く不十分で、むしろ日本についてしっかり勉強してもらいたい。そういうような教

育をしている海外の大学の先生方というのは、一般的には日本研究者と呼ばれるような方

たちだと思うのです。委員はそういう立ち位置でこの会議に出ていらっしゃると思うので

す。 
そういった日本について専門的な知識を十分持ってらっしゃる、当然日本語のレベルが非

常に高い、日本語能力試験とはもう関係がないような方たちです。そういう方たちは今世

界中のどのくらいいるのか。特にアメリカや中国など、将来的に考えたときに日本のこと

をよく分かっている方。日本が好きといったようなレベルではなく、本当に日本のことが

分かっていて、日本の友達と呼べるような人たちを実際どういう形でこれまで育ててきて、

現在どのくらいいるのか。そういう人を継続的に再生産していくような教育システムや仕

組みも、一方で考えていかないといけないと思うのです。 
 ですから、日本語能力試験のＮ１というようなレベルでは全くなく、もっと高度なレベ

ルの方をどのように作るか。そういう議論が一方にないと、クールジャパンで日本大好き
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という人が増えても、それだけでは非常に心もとないということを思いました。どこに書

けばいいのか全然分からないのでコメントで終わりにさせていただきますが、日本研究者

の養成ではないですが、そういう方がもっと育っていただけるような環境づくりが非常に

重要だと思います。 
 
座長：どうぞ。 
 
委員：何か背中を押されたという感じがして大変うれしいです。日本教育ということは、

やはり割合としておそらく学習者の中では非常に微々たるものだと思うのですが、しかし

非常にヴィジブルなのです。中国においても韓国においても欧米、特にアメリカにおいて

も、日本に対するイメージづくり、イメージづくりという言い方、また品位とか品格とい

う言葉は適切ではないのかもしれませせんが、要するに日本のことを、仕事をする上で一

生かけて継続的にコミットするに値する文化であり、経済であり、あるいは言語であると

いうことを身をもって示す人々、あるいはその人が実際に仕事をしている領域にスポット

ライトを当てるということは非常に大事なことだと思います。 
 前回も少し申し上げたのですが、その人たちを含めてきっかけとなるのがアニメやマン

ガ、J ポップであり、それは市場原理に任せる以外ない、任せたほうがいい部分だと思うの

ですが、やはりもう一つは文学を含む、しかし文学に限らない活字の安定供給ということ

を考えたときは、ヨーロッパあるいは中国に比べて、日本は非常に遅れているという現状

があります。前回、翻訳事業の停止・廃止ということに少し言及しましたが、同じ形であ

り、あるいは形を変えたとしても、日本のことをもっと奥行きのあるものとしてアクセス

ができる中学生、高校生、あるいは大学生たち、社会人が、少しインターネットとは異な

る形で、優れた日本の前近代や近代におけるさまざまな知というもの、あるいは芸術に触

れられるように、ある程度継続的にオールジャパンでそれを支えて、そのことを後ろ盾に

していくことが必要だと思います。これはまた別の場所でもおそらく議論されると思いま

すが、日本語普及の非常に重要な日本教育ということを考えた上では非常に重要な部分だ

と思いますので、ぜひ盛り込んでいただきたいと思います。 
 
座長：ありがとうございました。よろしゅうございましょうか。どうぞ。 
 
委員：今、委員の方々がおっしゃったことと非常に関係しているのですが、日本語教育は

何のために普及するのかというときに、単なる言葉ということだけではなく、おそらく日

本を知ってもらいたい、日本のファンになってもらいたい、それから日本のビジネスなり、

日本の文化なりを日本のエージェントとしてどんどん広めたい。そういう意味では、国際

的に日本のプレゼンスを高める中の一つとして日本語を普及したいということにあるのか

なと思っています。 
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 そういう観点でいうと、特にニューヨーク、ワシントン辺りで日本がビジネス的に世界

でナンバー２といわれて頑張っていたころには、日本研究者という方がたくさんいらした

のです。特にシンクタンクが日本を中心にいろいろと意見を言ったり、それは世界に対し

ても発信するし日本に対しても発信するというシンクタンクがかなりたくさんあったので

すが、ここにきてシンクタンクの人たちが今、中国にシフトしているのです。その理由は

非常に簡単で、食べていけなくなっているのです。 
 要するに本当は日本の文化も日本の経済も政治的なことも日本のことはよく分かってい

るので、どんどん広めていきたいと思うけれども、ビジネスとしてそういう情報が欲しい

という人たちが相対的に減ってきている。その結果として彼らは中国や韓国にシフトせざ

るを得なくなっている。 
 日本から発信するだけではなく、世界の中のそれぞれの国で日本をよく分かって分析し、

意見を言っていただける方というのは非常に大事なので、日本語という切り口でいうとそ

のままにはいかないのかもしれないのですが、そういったことをどう支えていくのかとい

うことも私は非常に大事ではないかと思いました。今までは違うスタンスかと思ってお話

ししなかったのですが、今委員の方々がおっしゃったことから考えると、やはりそこも一

つのスコープとして考える必要があるのかなと思い、言わせていただきました。 
 
座長：ありがとうございました。それでは時間の関係もございますので、次へ進ませてい

ただきたいと存じます。次は３の「取り組むべき課題と方向性」で、12 ページの終わりま

で続いております。すでに全体をカバーするようなご意見も出ておりますが、この部分に

ついてご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。 
 
委員：８ページをご覧ください。８ページの下から４行目に「なお」というのがあり、な

お書きの形で日本語能力試験が出ているのですが、これはおそらく、なお書きではない、

かなり重要な事柄だと思います。日本語能力試験だけではなくて、確かこの懇談会でも経

産省の方のビジネス日本語テストのことのお話などもあったのですが、いろいろな形で日

本語教育をやっていますから、その成果を学習者も測りたい、知りたい、あるいは学習者

を受け入れる大学や企業も日本語能力を知る何らかの手立ては必要としていますので、日

本語能力に関わる試験をどうするかというのは全体として大きい事柄だと思います。 
 その中でも日本語能力試験は圧倒的に受験者が多く、今 60 万人弱の人が試験を受けてい

る大きなものなので、海外の日本語教育を推進しようと思ったときに、この試験の位置づ

けは十分考えなければいけない。ここに書かれているのは「現在、年２回の実施であり、

回数が少ない」と書いてあるけれども、どこまで増やせばいいのかというような議論にも

なるでしょうし、１回を２回に増やすだけでどのくらいのマンパワーと費用がかかってい

るのかということもあります。ここはやはり IT 化、コンピューターベースの試験をする。

これはアメリカでもすでに行われているという報告がこの会に出ていました。ですから技
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術的には十分可能だけれども、問題はそれをやるための人とお金です。特に人が育ってい

かないと予算がついてもきちんとしたテストになりません。 
 ここで私が申し上げたかったのは、なお書きではなく、できれば独立の段落にしていた

だいて、日本語能力のテストに関することが課題である。それから現に行われている日本

語能力試験を世界的にもっと受けやすいものに変えるということでコンピュータ化をする、

というところをもう少しはっきり伝わるように書いていただけるとありがたいと思います。 
 さらに重ねて申し上げると、これはやるかやらないか、やるとしたらどうだというよう

な予備調査といいますか、フィージビリティです。技術的にはフィージブルです。しかし、

それをやるかやらないかということを決めるときの情報は、やはり集めて議論しないとい

けない。そういう意味では、来年度の予算でも調査費を取るなどといった形で早くやらな

いと、これは前から議論されていることなのです。ところがどこも決めないし、いざやる

となったら大仕事ということなのですが、このまま先延ばしにしていくと、本当に後で後

悔しないかなということを思っています。このところだけ、ぜひご検討ください。 
 
座長：ありがとうございました。今、委員のご指摘のコンピュータ化については、やりた

いという民間の機関はたくさんあるようです。しかしまだシステムが完全に開発されてい

ないので、しばらく開発の期間が要る、そうするとお金が要る、お金何とかなりませんか

という話になってくるので、今のご発言とあわせて今後考えていく必要があるのではない

かと思います。どうぞ。 
 
委員：３点ありますが、１点は今委員がおっしゃった８ページの試験のところです。私も

これは大賛成ですが、下から３行目の「実施回数を増やす」というようにここに書いてし

まうことが気になりました。「書く・話す」に関しては 2010 年の新試験になるときにすで

に説明会で、口答試験はいつごろ入れるという予定が一度パワーポイントで示されたこと

もあり、現場では非常に期待していたという経験がありますので。これが１点目です。そ

れから随分前から関西の国際交流基金で会話試験の試行試験などをなさっていたと思いま

す。やはりこれは一般の人も読むということを考えると、実施を１回増やすだけで非常に

大変だったと聞いていますので、このように明記してしまうのはどうかと思います。最後

の 15 ページの８番に CBT 化を進めると書いてあり、ここには回数が書いていませんし、

これはずっと議論されてきたことなので、ぜひ入れていただきたいと思いますが、一般の

人が読むということを考えると慎重にしたいなと思いました。 
 同様なのですが、10 ページの一番下のところに「また、日本語上級専門家へのなり手が

少なく、JICA のボランティアも減っている」ということが書いてあります。確かにもっと

増えてほしいと思いますが、一般の人に少しでも広く読んでもらいたいという場合に、わ

ざわざ「なり手が少なく」という書き方をしなくても、もう少しネガティブではない書き

方で、「必要である」というほうがいいかなと思いました。一般の人にはなぜかという部分
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も見えませんので、ということです。 
 最後に、11 ページの「ウ」の段落で、いろいろなところでばらばらに開発・作成してい

ることから基金が中心となって行うべきだ、という部分があります。確かにそうだと思い

ますが、「教材開発の連携をとり作成指導を行うべき」の連携は非常に大切だと思いますが、

「作成指導」という部分がここにこのように書いてしまうと、これは海外における日本語

教育ということではあるのですが、やはりそこはリンクしていますし、もちろん基金が中

心になって行っていただくことではありますが、誤解を招くのではないかと少し気になり

ました。とりあえずこの３点です。 
 
座長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。どうぞ。 
 
西原センター所長：この「指導」というのは変換ミスだと事務局が言っていると思うので

すが。 
 
安藤部長：確かにあまり「指導」という言い方は、ここになじまないかもしれないので、「主

導」して行っていくというようなニュアンスを書きたかったのですが間違えてしまったと

思います。基金が「指導」というのはない書き方はないので、そういう趣旨で書いたので

はありません。申し訳ありません。 
 
座長：分かりました。何かワードゲームのようになってしまいましたが。 
 
委員：打ち間違いということでは、14 ページの下から５行目で「国際交流機関」になって

いますが、これは「基金」ですね。 
 
座長：そういうところが何カ所かありましたね。他に何かございますか。また一番最後に

全体について、ご意見を伺おうと思っておりますので、とりあえず次へ進ませていただき

ます。 
 次が「具体的施策提言」ということで、これに至るまでの記述ももちろん大切ですが、

ここの所がわれわれのポイントになるところではないかと思いますので、ご意見をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。 
 
委員：１つは 13 ページの４番、星印が付いていて、これはぜひやっていただきたいと思う

のですが、プログラムを組むときにも日本語教育などの現場の人の声や知見など、連携を

していただきたいと強く思います。 
 それから 14 ページの「中長期的な施策」の２番の「JET 採用にあたり日本語能力試験Ｎ

３以上の合格者」というところです。おそらくこれを書かれた背景の考えがあると思うの
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でお聞かせいただきたいのですが、これによって試験が普及する、日本語を勉強したい人

が増えるということはありますが、私は JET の中身を考えると、国際交流員はもちろん高

いレベルでありますが、ALT が 90％で一番多い。今 JET の人を増やそうという時期に、

その人たちにＮ３のことを出して入り口を狭めるより、ALT は外国語指導助手ですので、

コミュニケーションができる程度の日本語で来て、地域の人たちと一緒に学びながらいく

のも一つの手ではないか。ここにＮ３以上と書いてしまうと何か違う方向に走っていくの

ではないかという印象を与えると思いますし、私自身も JET の特に ALT などにこれを課す

ことがいいのかなと思うのですが、これをお書きになった趣旨という辺りはいかがでしょ

うか。 
 
座長：どうでしょうか。 
 
島田課長：これは縛りをかけるというより、むしろアドバンテージをあげるということで

ございます。特にこのＮ３というのは基金から補足していただきたいのですが、JET の募

集をかけたときに、「私はこういうこともできる」というときに日本語などを勉強している

と少し有利になるということを外に分かるような形で出してあげたらどうか、というのが

趣旨でございます。 
 
座長：これは高度人材受入れのポイント制に若干影響されているという印象で、私は読み

ましたが。 
 
西原センター所長：JET のときに日本語能力試験は審査の考慮材料ということで、審査員

の人たちの加点帳に書いてあるだけで対外的に見える形にはなっていないのです。どうも

Ｎ３を持っていたら割と高い点が付く。最近 ALT のほうもかなり地方に行くものですから、

日本語がすごくうまい必要はないですが、ある程度の日本語は必要だろうという事情はあ

ります。ここで書かせていただいたのは、確かにあくまで加点ですが日本語能力試験は JET
のときにも優先ポイントとして考えられているということが見える形になりますと、日本

語能力試験のインセンティブになるのかなということです。ただそれがＮ３なのか、Ｎ４

なのかは議論があるかと思います。 
 
委員：その点も少し気になったのです。ですからもう少し書き方を変えていただけたら一

般に分かりやすいかなと思います。私はそういう意味だろうと思ったのですが、一般の人

が読むとときに、縛りと捉えてしまうかなと感じました。むしろ私は ALT の方に接してい

て、ALT でいらした方が日本に来たときに学べる場をもっとして差し上げるのがいいので

はないかと思っています。 
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座長：なるほど、分かりました。どうぞ。 
 
委員：13 ページの最初に具体的提言が始まる中で冒頭にご説明があるのですが、「予算措置」

であるとか「予算に限界」というキーワードが入ってくると、われわれは何となく、その

ために以下の施策はやるということが非常に前面に出るような印象を受けます。なおかつ

星印の付いた急ぐものを見てみると、最初に「訪日招へい」ということがあり、いかにも

お金がかかりそうだなという印象で、２つ後の星印でもやはり「招へい」ということがあ

る。若干、一般の方が読んだときに「予算措置、予算の限界で何を急ぐのかと思ったら、

訪日招へいか」というのは、誤解を与えてしまうかなという懸念があります。表現の問題

だと思うのですが、この辺りはあまり予算云々ということは、もちろん裏では当然ありま

すけども、書き方としては必要ではないのではないかという印象を持ちました。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。お金を出すほうのことを考慮する必要はないのですが、

中教審で随分やられてどうしても数字を入れるなというお達しがあったりしたのですが。

今回はどうですか。 
 
島田課長：書き方は少し工夫させていただきます。 
 
座長：工夫できますね。 
 
委員：私自身がきちんと理解していない可能性があるのですが、いろいろなアクションプ

ランがある中で「国際交流基金において」という言葉がほとんど全部に出てくるのです。

当然、国際交流基金がやるということも大事ですが、例えば e ラーングなど、もっと民間

の力をうまく活用してそれを国としても支援するというようにしないと、全て国際交流基

金となっていて、西原さんのところがすごく大変だなと思いました。それはそれで中核で

はあると思うのですが、特に需要の喚起や供給サイド、IT の分野に関しては、もっと広く

民間でやっていくことを国として支援するというような形で広げてもいいのではないかと

いう感じがしました。 
 
座長：私も同感です。打ち合わせのときにも申し上げたのですが、中央教育審議会の生涯

学習分科会で、アメリカで 20 年ほど NPO をやっておられる大変経験豊かな方をお呼びし

てプレゼンテーションをしていただいたことがあります。20 年程前の話ですが、そのとき

に「欧米に比べると、日本にはボランティアが少ない」という意見が出たのですが、それ

に対して「そんなことはない。何が少ないかというと、きちんと健全な NPO が育っていな

いからだ。NPO が育てばボランティアというのはいくらでもいる。NPO がうまくボラン

ティアを活用して事業につなげていく、そういうことが日本のシステムに入っていない」
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ということをおっしゃっていまして、非常に強い印象を受けたことがあります。 
 例えばシニアボランティアなども尻すぼみになっていますが、そういった分野において

も、もっと NPO が参入できるように壁を低くすれば、問題も出るでしょうが、相当活性化

するのではないかと思っております。そういう意味では委員のご意見に大賛成です。どう

ぞ。 
 
委員：私も同感で、特に 15 ページの３番ですが、①と②が「国際交流基金において」と書

いてあって、同じような内容の⑦「IT 化の推進にあたっては」の部分には書いていないの

です。そうするとやはり①、②は私も非常に強く感じて、これはもちろん民も巻き込むと

思うのですが、e-ラーニング講座の開設は何なのだろう。例えば文化庁などもいろいろ行っ

てらっしゃいますし、これはもちろん海外のことかもしれないけれども、教育というのは

連携してアーティキュレーションなので、この辺りの書き方をもう少し変えていただくか、

「国際交流基金においてはこの点をこのようにするけれども、他との連携も」というよう

な書き方になさってはいかがでしょうか。 
 
座長：国際交流基金が出てくるところは、全部そういう書き方になってしまいますね。ど

うぞ島田課長。 
 
島田課長：ご意見いろいろとありがとうございます。ご意見はごもっともだと思います。

一方、現実の問題として、国際交流基金をあえて擁護するわけではないのですが、まさに

今、民間の方々の活用をどんどんやりましょうと議論ではそうなっていて、その通りだと

思うのですが、いざ報告が出たときに、その後、誰が拾うかとなると、要は誰も拾ってく

れないのです。そうなってくると最初に拾わないといけないのは、われわれ公であり国際

交流基金だというのが現実です。 
 そういう意味でも皆さま方から、まずは国際交流基金でやるべきことは最低限行わなけ

ればいけない。そういうものをベースにしながらも民間の方々といかにやっていくかが重

要だ、というニュアンスを出していただかないと、「これは民間がやるんでしょ？」と言っ

ても誰も民間は拾ってくれないわけです。ですからその辺は現実の問題として、ぜひご理

解いただくとありがたいということがあります。 
 
西原センター所長：国際交流基金も民間との連携のプロジェクトがたくさんあり、国際交

流基金が音頭をとっているけれども、実際は民間で受けてくださっているというケースの

事業が随分たくさんあります。また予算のことなどを考えますと、こういうところに書い

てあるようなことは国際交流基金だけではなく経産省や厚労省などいろいろなところが民

間との連携でやっているわけです。 
 民間といってもいろいろあるわけですが、例えば経産省は大学や中小企業庁と組んでい



 26

る事業がありますし、厚労省は医師会を含めていろいろなところと一緒にやっている、そ

ういうことで成り立っているわけです。おそらく星印が付いているところに国際交流基金

とあるのは、外務省のご配慮で予算を取ってくださる意図を含んで星印が付いていると理

解はしています。 
 外務省系統の国際交流基金が文部省系統のところと、同じ官・官ですけれども一緒にや

っていることはかなりたくさんございます。そういう意味で、国際交流基金も広く連携し

つつ、いろいろなことをやっているのですが、そこをどううまく書いていただくかはお任

せいたします。 
 
座長：確かに島田課長がおっしゃったように、大所高所からこのレポートを書いてしまう

と予算要求などに使えないという問題はでますね。ただ、こういう懇談会は予算要求とい

うことを絶えず意識して組織されますので、そこのところはある程度出さざるを得ないと

いうことについてはご了承いただきたいと思います。少し書き方を工夫してみます。あり

がとうございます。どうぞ。 
 
委員：今いろいろと議論されている点に関連してです。「官民一体でオールジャパンでやり

ましょう」という精神で、特に交流基金が今までやっておられるものも政府の予算にも限

界がある、また人的な面でも十分それに応えられない。そういう意味で、民間の関係機関

等の協力も得て今回やりましょう、そういう方向で問題点も整理していただいていると思

います。しかし、今ご議論も出ているのですが、具体的な施策の書き方が、初めて見る一

般の人からいうと、交流基金など政府機関だけの予算なのか。その辺りの書きぶりも少し

工夫していただけるといいかなという感じは受けます。 
 というのは、問題点や課題の部分は民間と一緒にやりましょうと書いていただいている。

ところが予算になると、拡充するとかそうなってしまうと、今やっている交流基金の仕事

そのものの延長なのか。私どもが提案しているのは、交流基金が今行っているものをその

ままやるのではなく、民間の協力もいただき連携もしながら運用面も含めてやっていただ

きたいということを込めて提案しているわけです。新しいシステムを構築してやっていた

だきたい。その点が少し表れるように書いていただけるといいのではないかと思います。 
 もう一つは、私が今関係しているのは民間の日本語教育機関なのですが、約 400 校、３

万人から４万人の外国人の将来高度人材になる人材の養成をして、日本語・日本文化の専

門家も約５千名以上抱えているわけです。民間の機関の人材なりノウハウなりをうまく連

携すれば、いろいろ活用できるのではないか。そういうシステムを作っていただければ、

協力してやっていけると思っています。そういう方向で来ており、書き方も大体そういう

方向で書いていただいているので、そういう面でぜひお願いしたいと思います。 
 またそういう意味で、例えば 13 ページの４の「具体的施策提言」、２段落目の「なお」

のところの２行目です。「民間企業等も独自の事業を行っており」と民間企業だけ取り上げ
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ているのですが、民間の日本語教育機関というのをその中に入れていただけるとありがた

いと思っております。 
 もう一つ、15 ページの「中長期的施策」の④です。これは前回、私も発言をして書いて

いただいているのですが、いろいろな施策をやるときに国内の日本語の施策と非常に関係

が深い。特に教員の待遇等について基本的な問題が残されているわけで、それについて触

れていただいているのですが、ここには「日本の大学において何々を行う」ということだ

けが書いてあります。しかし日本語教育機関についても課題がございますので、ぜひ文章

を入れていただきたいと思っております。 
 例えば今、私どもが問題にしているのは、日本語教育機関がたくさんありますが、日本

の学校制度の中に十分位置づけられていない。それが世界的に見ると、非常に教育をやっ

ている体制としてやはりはっきりしない。私は最低でも、日本の学校教育法上の各種学校

という制度がありますが、希望するものは各種学校に位置づけていただきたい、というこ

とを長くお願いしているところです。したがって、各種学校の推進やあるいは待遇改善を

するには個々の学校の経営が改善されないとできないわけです。経営には学生を十分確保

する施策が重要です。そういう意味で、書いていただくのなら私の案としては、「日本語教

育機関については各種学校化の推進や学生の確保等の方策の実施が必要である」というこ

とを付け加えていただければありがたいと思っております。以上です。 
 
西原センター所長：お言葉を返すようですが、この報告書の持つ大きな意味というのは、「国

がコミットします」ということを言うことにあると思います。それは、海外における日本

語の普及ということを考えるときに非常に大切な観点だと思うのです。 
 例えば日本国内の問題で今委員がおっしゃったことがまさにそれですが、制度が改変、

改革されなければ、どうしようもないことがある。また、日本の国がコミットしなければ、

どうしてもできないようなこともある。 
 例えば今、日本国内で外国住民、外国籍の方々を抱えている都市が、声をあげて集住都

市会議というのを開いております。そこで繰り返し言われるのは「もう自分たちにできる

ことはこれで限界です」、「国が、何とかしてください」。そういう訴えが強く聞かれるわけ

です。 
 国際交流基金に入って私がしみじみと感じるのは、外国に対して日本語教育、日本文化、

知的交流を働きかけている国際交流基金の仕事が国内的には全く評価されない。一般の

方々に、海外と国内はつながっているので、国内において何かしようと思ったときに、海

外においてもなされるべきことがたくさんあることを、「国がコミットします」とはっきり

言わないといけないところがたくさんあります。もちろん産学官、みんな一緒にしなけれ

ばいけないけれども、まず国に向かって「きちんとコミットしましょう」ということを言

うのも、とても大切なことなのです。 
 そこのところがこの報告書の大きな問題かなと認識しておりますが、あまり「民間、民
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間」と言ってしまうことによって、国のコミットメントが薄くなるような書き方は、ぜひ

なさならないでいただきたいと思います。 
 
座長：その辺は私個人は了解しているつもりです。要するに全体の書き方をどうするかと

いう問題になると思います。島田課長。 
 
島田課長：いろいろとご議論いただきまして、ありがとうございました。大変よく分かり

ましたし、ある意味、非常にこの手の報告書をまとめる難しさかなと思いました。 
 今のご議論を伺っていていくつかあるのですが、一つは国全体の日本語に限らない話で

すが、国が何をすべきか。つまり日本語でいえば、公共財を基本的に国がやって、それ以

外のところについては民の方に活躍どんどんいただく、場合によっては官民連携を行う。

では日本語であれば、公共財的なところで特に政府、基金がやらなければいけないところ

は何なのかをもう一度考えさせていただき、さらに先生方から出たように民間の方、NPO
の方々がやるべきところはどういうところか、全体として連携すべきところはどういうと

ころか、今いただいたコメントを踏まえて修正させていただきたいと思います。 
 もともとの発想として、これは外務大臣のもとに設けさせていただいたわけですが、も

ともと外務省としてできることは本当に限られているというのは冒頭申し上げた通りでご

ざいます。まさに今回こういう形で各省庁の方々にも来ていただいておりますが、分野横

断、本当にオールジャパンでどういうことができるのか、虚心坦懐（きょしんたんかい）

にご議論いただいたということで非常にいい機会だったと思っています。 
 また第１回目のときに皆さまにもお分かりいただいたように、外務省でできないことに

ついては「実はこういうこともある」、「ああいうこともある」ということについては政府

全体としてやはり問題提起をして、外務大臣がご判断をいただければ、それこそ内閣のほ

うに問題提起をするということも含めて考えていきたいと思っています。いただいたご議

論はよくよく吟味させていただいて、そういった形でも少し反映させていただければと思

っております。いずれにしましても、修正したものはもう一度見ていただくことでご了解

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
西原センター所長：最後にぜひお願いしたいのですが、国の委嘱によって成り立っている

委員会がとりまとめを書くときに、概要だけでもいいので日本語だけでなく英語でも書い

ていただきたいと思うのです。なぜ英語が必要かというのは、「日本の国の政府の機関がこ

ういうようなスタンスで考えをまとめているのだ」ということを広く知ってもらうことが、

とても必要なことだと思うのです。これはホームページに載るわけなので、全部を翻訳と

いうことではなくても、概要だけでも英語でも載っているということによって、「こういう

ことが考えられて、議論されているのか」ということを広く知らしめることになるのでは

ないかと思います。予算のこともいろいろあり、時間的な制限もあると思いますが、あえ
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て申し上げたいと思います。 
 
座長：ありがとうございます。どうぞ。 
 
委員：まさに基金だからこそできるという部分で、最後の 15ページの能力試験のことです。

先ほども少し申し上げましたが、これはやはり予算がなければできないので、本当は星印

が付いてほしいようなことですが、やはり人材的なものもあると思います。いつもそうす

ると、「やはり人がいないからできない」ということになるので、人を育てていくというと

ころをどうやって考えていくか、というところも大事だと思います。 
 そもそも日本留学試験が 2000 年にできたときにも、アメリカなどと比べてアイテムライ

ターの数や予算などが桁違いに違いました。そういう意味で「ここにお金をかけるんだ」

というような考え方を作っていかないと、予算がついたときには「やはり人がいない」と

いうことで、やはりできないという発想になってしまう。2010 年に新しい試験にしていた

だいて、現場では２回になっただけでどれだけ学習者にとってよかったか、ということを

思いますと、海外で増やすというためにはこれはとても大事なことだと思います。 
 ということで中長期的ではありますが、ぜひ少なくとも口頭能力試験が採用、実施され

るように私はお願いしたいと思います。書き方としては、ただ「進める」だけではなく、

もう少し肉付けをして、「今すぐ実施の予算ではないけれども、実施に向けて人材育成のた

めの予算」というところが出てこないと、いつまでも同じ議論がされていくのかなと思い

ます。それから「書く・話す」は同時進行でなくてもいいと思いますので、何かもう少し

盛り込めたらいいのかなと思っています。 
 
座長：ありがとうございました。 
 
委員：オールジャパンという言葉をあちらこちらで聞くのです。しかしそれぞれ思ってい

る中身が違っていて、例えばここに出てきた普及の施策を推進するときに実際にオールジ

ャパンとなるのでしょうか。 
 もちろんどこかが中核となって音頭をとっていかないといけない。今回は外務省が音頭

をとってくださって、ここまできたというのは非常にありがたいのですが、できることで

あれば、もうすでに発言したことですが、政府として「オール政府」ということが見える

形にもう少しなるといいかなと思います。海外の日本語普及推進室というようなものを作

ることが実際に難しければ、このような委員会でもいいのですが、何らかの形で「オール

ジャパンなのだ」ということをアピールできたらいいなと思っています。 
 今回の「具体的施策提言」の中ではそれがあまりはっきり見えなくて、これは書いてい

いのか悪いのか、いろいろなご判断があると思いますので、発言だけを記録しておいてい

ただければ結構ですが、本当にオールジャパンでやらないと大変なことになってきている
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と思います。 
 また一般の方がお読みになるという観点で申し上げると、13 ページの⑤で「日本の大学

と連携して」というのは、誰が日本の大学と連携するのか。おそらく海外の大学でしょう

か。「外国人学生と日本人学生との接触機会拡大のため、ギャップイヤー」のギャップイヤ

ーというのは何なのだろう、と私は思いました。「ギャップイヤーを活用した日本人学生の

海外への送り込みを強化する」これはできれば結構だと思うのですが、実はこういうレベ

ルの話ではなく、こちらから学部の学生でも、あるいは卒業生でもいいのですが、かなり

の数を中等教育の現場に送り込むというような趣旨の発言をしたつもりだったのです。そ

れがこういう形になったのかなと思って、私自身この意味が少し読みきれませんし、ギャ

ップイヤーという言葉がここに入ったのも分からなかった、という感想です。ご検討いた

だければと思います。 
 それから 15 ページの「中長期的な施策」の②「日本語能力試験を JF スタンダードに適

合させ、日本語学習者にとり到達目標を明確にすることにより学習のインセンティブを高

める」。何となくよく分からない。日本語能力試験がすでに学習のインセンティブになって

いるわけです。ですから、すでにインセンティブになっているものを、さらに JF スタンダ

ードと結合させることによって高める、という意味でしょうか。ここは読んでいて、どう

いうことかなと思ったので、もう少しご検討いただければと思います。 
 すぐ下の④、⑤などは、「見直しを行う」、「体制整備を進める」と書かれていて、ぜひそ

うしていただきたいと思うのですが、どうやってやるのだろうという感想は持ちます。 
 あとは委員の一人も先ほどおっしゃった通りで、最後の⑧のところで、特に現在の日本

語能力試験を CBT 化するということについては、できるだけ早く踏み切る方向で提言を書

いていただけたら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。最後にお願いします。少しお待ちください。 
 
委員：本当にいろいろなものが盛り込まれていて、一つ一つにうなずく部分が多かったの

ですが、一つ気になったことは、これだけ中等教育の学生が多いけれども、それが高等教

育につながるかどうかという点で、この中に中等教育と高等教育の連携についての項が少

なかった。もしかすると、14 ページの「早急に対応すべき、ないし早期に実施可能な施策」

の①、あるいは②、③の中に盛り込まれているのかもしれないのですが、実際にこれだけ

中等教育が多いのに、それがどのように高等教育と連携しているのか、あるいは連携しよ

うとしているのか、という部分がまだまだ見えてこないと思います。 
 私自身が聞いた話では、中等教育で頑張って勉強している人が高等教育に入っていくと、

高等教育から始めた人に追い抜かれていくというケースが多いそうです。そうすると結局、

中等教育でやってきたことは何なのかということを考えさせられる。そういう意味で、中

等教育の実態を高等教育の中でどのように理解し活用していくかという点で、いわゆるア
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ーティキュレーションの問題、ぜひ中等と高等の教育の連携を図るといったような内容を、

例えば⑤の「日本語教師の質向上のため、国際交流基金による現地合同連絡会」とあるの

を、例えばそれにプラス、「学習者の維持のため」などを加えて「中等と高等教育の関係者

の連携を図る」などの文言を加えていただけるといいのではないかと思っています。日本

語教育のほうでグローバルネットワークというのがあって、そこでアーティキュレーショ

ンの問題なども取り上げて研究していますので、そういうものも後押ししていただけると

いいのではないかと感じました。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。では最後に。 
 
委員：具体的施策ですけれども、印象として非常に多いなと感じました。「こういうことが

課題としてある」ということを多くの人に知ってもらうという趣旨であれば、たくさんあ

るのはいいのかなと思います。ただ、大事なものは太字にしてあるとはいえ、もう少しメ

リハリ、取捨選択があってもいいのかなと思っております。中間報告はこれでよろしいか

と思いますが、例えば最終報告の段階で多少絞り込むといったことも考えてもいいのでは

ないかと思います。 
 例えばですが、13 ページの（１）の⑤、⑥です。「外国人学生と日本人学生の接触機会の

拡大」、これは確かにいいことなのですが、それと日本語教育とはやはりいくつかクッショ

ンがあるわけです。そういう提言と本当に急いでやらなければならない提言が並んでいる

のは、少しどうなのかなと思いました。 
 また細かいことですが、15 ページの「中長期的な施策」の⑤です。継承日本語教育など

のために日本人子弟のための在外教育施設の体制整備ということですが、これも今の海外

の日本語補習校の実態などを考えると、本当にすんなりいくのかということもありますし、

そこだけが継承日本語教育の拠点かなということもありますので、最終報告の段階ではも

う少し文言を考えたほうがいいのではないかと思いました。 
 
座長：ありがとうございました。最後のほうになって急に議論が熱っぽくなりましたので、

ここで終わりというのは座長として心苦しいところでありますが、時間の制約もございま

すし、非常に多様なご意見をいただきましたので、議論はある程度できたということでこ

の辺で議論を終わりにしたいと思います。 
 たくさんのご意見をいただきました。いただきましたご意見をもとに修文をしたいと思

います。皆さま方からいただきましたご意見全部を公平に取り込むということは到底不可

能でございますが、出来るだけの努力はしてみたいと思います。その結果をお送りし、ご

覧いただき、ご意見を頂戴すると言うプロセスをとりたいと思います。課長、それでよろ

しゅうございますね。 
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島田課長：はい。 
 
座長：最後のほう少し時間を端折ってしまいましたが、何か特にご発言、ございますか。

よろしゅうございますか。 
 それでは、大変熱心なご議論をいただきありがとうございました。これはあくまで中間

とりまとめで、私としては議論のまとめという程度に考えております。委員の一人がご指

摘になったように、施策がずらずらと並んでいるという印象を私も持ちますが、こういう

意見が出たということを知っていただくということではよろしいのかなと、私自身は納得

をしております。 
 今後の予定でございますが、今申し上げたようなプロセスを経ました後に最終報告を作

らなければいけません。そのためには、例えば今日出していただいた速報値の分析等がも

う少し必要ではないかと思います。また日本の状況の変化も２カ月か３カ月ぐらいの間に

あろうかと思いますので、今、私と事務局が考えておりますのは２度ほど延長戦をやらせ

ていただいて最終報告につなげて行ってはどうかということです。１度になるか２度にな

るか未だはっきりとは分かりませんが、おそらく 1 度では駄目ではないかという気がして

おります。２度ほど延長戦をやらせていただいて最終報告につなげるということで予定を

考えておりますので、よろしくお願いしたいと存じます。 
 それでは少し時間が過ぎてしまいましたが、本日の会議は以上としたいと存じます。島

田課長、何かありますか。 
 
島田課長：結構です。 
 
座長：よろしゅうございますか。では本日はどうもありがとうございました。なるべく早

く修文いたしまして、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもあり

がとうございました。 
（終了） 
 


