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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 6 回会合） 
平成 25 年 10 月 28 日 

 
 
島田課長：お時間になりましたので「海外における日本語普及促進に関する有識者懇談会」

第 6 回会合を開会させていただきたいと思います。1 点だけ事務連絡ですが、先の交代で担

当の副大臣が鈴木副大臣から岸副大臣、担当政務官が若林政務官から牧野政務官に交代い

たしましたが、本日公務の関係上、お二方ともご欠席です。合わせてご報告させていただ

きます。それでは座長よろしくお願いいたします。 
 
座長：おはようございます。時間でございますので、ただいまから有識者懇談会の第 6 回

会合を開催いたします。 
 本日の予定でございますが、先ず国際交流基金の方から報告をお願いします。この件に

ついては、既に 1 度この場でご説明を頂きましたが、最終結果が出ましたので、その分析

結果についてご説明をお願いします。次に、非常に気になる日本語教育関連予算要求取組

状況ですが、これにつきまして外務省と文部科学省・文化庁からご報告をいただき、それ

らを踏まえた上で最終報告に向けて委員の皆様の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。 
 少し間が空きましたので、これまでの復習をさせていただきます。この有識者懇談会は

海外における日本語教育をめぐる現状、取り組むべき課題、そのための施策等について 3
月末の立ち上げから 5 回にわたり集中的に議論を重ね、去る 7 月 31 日に「議論の総括と政

策提言」を岸田外務大臣に提出したところです。それについては、お手元に別冊としてお

配りしています。この提言の提出におきましてこれまで皆様方には大変精力的なご議論を

いただき、貴重なご提言をいただきますとともに、提言の取りまとめにご協力をいただき

ました。この場を借りてあらためて御礼申し上げます。 
岸田大臣に私自ら手交させていただきましたが、岸田大臣も大変深い関心をお持ちだと

いうことが、その場の会話で理解できました。私個人としましてもこの提言の結果に非常

に期待しております。この提言に盛り込まれたさまざまな課題と施策は関係省庁、機関が

連携し民間企業等の協力を得ながら、この懇談会でも何度も出ましたが、オールジャパン

体制で取り組まなければならないと思います。また、すべての施策を実行するためには非

常に大きな予算を必要としますが、外務省においては国際交流基金による取組を強化しつ

つ、できることはすぐにも着手いただくとともに、省庁横断的な取り組みが必要なものは

政府全体として有効な手だてが講じられるよう、あらためてご努力をお願いしたいと存じ

ます。 
 本日は 2012 年海外日本語教育機関調査の最終結果および分析の報告について、先ほど申

し上げましたように国際交流基金の方からご報告いただき、続いて提言の内容を踏まえた
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来年度予算の概算要求の取り組み状況について外務省および文部科学省・文化庁からご説

明を頂きます。さらにもう 1 つ、先ほど申し上げるのを忘れてしまいましたが、総理大臣

の下に設置されておりますアジア文化交流懇談会について齋木国際文化交流審議官の方か

らそれぞれご報告をいただきたいと考えております。その上で皆様にご議論いただくとい

うことになります。よろしくお願いいたします。 
 それでは早速ですが、主要な議題に進ませていただきます。まず初めに国際交流基金か

らの報告でございます。日本語教育機関に関する調査結果、最終結果と分析、先ほど申し

上げたとおりですが、ご報告は吉尾啓介国際交流基金上級審議役にお願いします。よろし

くお願いいたします。 
 
吉尾審議役：前回の懇談会で速報値という形で報告をさせていただきましたものを、その

後数を精査しまして確定値を得ましたので報告をさせていただきます。話の内容としては

若干の数字の変動はございますけれども、前回お話したこととだいたい重複していると思

いますので簡単にお話をさせていただきたいと思います。なお最終報告は、近日中にこう

いう本の形で刊行される予定ですのでご覧いただければと思います。 
 今回の報告書はさらに皆様に詳細分析をしていただけるようなことを考えていまして、

エクセルデータを CD-ROM の形で添付しておりますので、いろいろな形でのクロス集計分

析ができるようになっています。深くそれぞれの分野でご活用いただければと思います。 
 それでは早速ですが「最終結果と分析」ということで横長の資料をお配りしております

が、これを見ていただきたいと思います。まずスライド 2 ページになりますが、全体の数

字ということで確定した数字が学習者 398 万 5,669 人で、この 12 年の機関調査の学習者数

最終値ということとしたいと思います。教師数 6 万 3,805 人、機関 1 万 6,046 機関という

ことです。それから前回は個別の国の数字ということでは、ベスト 10 の国のみのご紹介を

いたしましたけれども、上位 50 カ国ということで報告書には出ておりますので、それぞれ

50 の国についての増減をご覧いただけるようになっております。それからスライドの 5、6
は全体のトレンドで日本語学習の目的・理由ということで、前回既にお話申し上げており

ますが、「日本語そのものへの興味・関心」というのが第 1 位で、その割合が増加している

という傾向があることと、他方「機関の方針」が伸びていることが見えるものになってい

ます。 
 それから日本語教育上の問題点、スライド 6 でございますけれども、「教材不足」という

のは相変わらず第一ですが、全体的に物理的な条件というのは改善傾向が出ているという

ことと、他方「学習者減少」「学習者不熱心」の割合が増加しているという傾向があるとい

うことも前回お話したとおりでございます。 
 そして教師数・日本語母語教師数ということで、今回はいわゆる日本人ネイティブの先

生の数というのは、前回特にお話しませんでしたが、ご覧のような形でご報告させていた

だきます。教師の数全体は増加しておりますが、その関係で教師 1 人あたりの学習数は減
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少しています。日本語母語教師数も全体として増加傾向にありますが、その大きな部分を

見ていただくと、日本語母語教師の割合が高いのは北米と西欧という傾向がはっきりと出

ています。 
 スライド 8 は国別にその傾向を見たものになります。やはり日本語ネイティブの教師の

いらっしゃるところというのは、やはり日本人が暮らしやすいといいますか、そういうと

ころで非常に大きな割合を占めていて、日本語学習者がどんと増えていき、中等教育の学

習者が増していったインドネシアのようなところでは、割合が非常に低いものになってい

るということが言えるかと思います。 
 それから教育段階別で見ますと、中等教育の学習者が機関の数とともに半分を占めてい

るという傾向があります。スライドの 10 ページですが、初等教育の段階もいろいろ分析し

ていますが、ここで 1 つだけ申し上げたいのは初等教育について見ますと、オーストラリ

アが圧倒的に大きなシェアを占めていて、オーストラリアにおける初等教育段階での日本

語学習の経験というのは、その他の部分で展開していくときに非常に大きな参考になるの

ではないかというように見ております。その他の部分といいますのは、前回話題になって

おりましたけれども、イギリスのカリキュラム改革が来年から実施される。どういうこと

かというと初等教育段階で外国語を必修化するという中で、その外国語に日本語が入るか

入らないかということがあったわけですが、すべて他の言語と同じコンディションで勝負

するという中で、日本語の導入ということになったときに、どういうカリキュラムの教材

をそろえていくかといった意味で、このオーストラリアの経験は重要であろうと考えさせ

られるデータです。 
 あとは中等教育ですが、これもこの懇談会の報告書でもかなり強調していますけれども、

中等教育という部分、特にアジアの中等教育がボリュームゾーンだというような表現でま

とめていますけれども、それを裏付けるデータでございます。学習者のほぼ 9 割が東南ア

ジア、東アジアです。中等教育についてはそういう数字が出ています。 
 そして 12 ページです。インドネシア、韓国で中等教育の学習者の 75％を超える部分を占

めているという数字が見てとれます。同じく中等教育の教師を見ますと、日本語母語教師

のばらつきは既にお話したとおりで、中南米、中東が多いというパーセントはそうなので

すが、教師全体の数で見るとやはり圧倒的な意味では北米、西欧になるかと思います。こ

れは中南米、ブラジルの分析のところで触れますが、いわゆる継承日本語、日系の方々で

日本語を教えているという部分が大きい。中東の場合は日本と中東諸国の関係の中で、い

ろいろ日本から教師を派遣しているという形で割合が高くなっているというものです。 
 14 ページですが、中等教育段階での日本語母語教師数を 20 カ国並べてみたものです。

15～16 ページですが中等教育段階での学習目的と問題です。目的・理由は「日本語そのも

のへの興味」と「機関の方針」が目立つわけですが、折れ線グラフがすべての教育段階で

のトレンド、棒グラフが中等教育についてのトレンドを示したものになっております。世

界のトレンドとのずれというところが、その中等教育の特色を表すものではない。つまり
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機関の方針についての割合が中等教育について言えば非常に大きいということを見ていた

だければと思います。問題については学習者不熱心の割合が 2009 年の調査と 2012 年の調

査で非常に増えてきているということが見えることと、すべての教育段階での問題点とし

ているものより、この中等教育段階では非常に大きな割合の方が問題だと指摘しています。

以上が全体のトレンドになります。 
 国別の状況についても、報告書の方では主要な国についてそれぞれのデータとともに分

析記事を掲載しております。幾つかかいつまんで駆け足でご紹介したいと思います。中国

についてですが、中国は今回非常に学習者が増加したというところで世界 1 位、100 万人を

超える学習者となったわけですが、これは報告の時点でもいろいろな質問をいただきまし

た。調査した時点と日中関係が非常に難しくなった時点でどうなのかということですが、

既に大学等で履修登録しているという段階が難しくなるタイミングより前に既に登録され

ており、その影響は大きな形で受けていない数字として見ていただけると思います。それ

から地域別にデータは見られるようになっていますので別途ご覧いただければと思います。

中国も地域により非常に増えているところと減っているところがあります。顕著な事例で

見たものが、中国の場合、学習者は高等教育と学校教育機関以外が多いわけで、学校教育

機関以外、いわゆる民間の日本語学校を見ると上海で激減しています。そこで 4 万 2,000
人減で上海市の合計が 5 万 2,000 人になったというところを見ると、そこで何かが起こっ

ているということが言えるかと思います。 
 それから従来日本語教育の盛んだった東北部で若干減っている傾向が見えるところも気

になるところです。それから中国の場合は、先ほど申し上げましたが、高等教育が非常に

大きな部分を占めていますが、中国の高等教育全体を見ると、いまだに大学に進学する高

等教育人口が増え続けているということで、大学の増設が継続中です。大学を増設してい

く中で、比較的コストが低く設置できる学部・学科コースということで日本語がつくられ

ることが続いているようでして、2009 年時点、日本語学科が 460 だったものが最近は 500
を超える数で伸びており、この部分が学習者を増やしているということが言えるかと思い

ます。ただ中国の人口動態を見ると、将来的に高等教育の人口増というところにあてにで

きる部分はどういうことになるかということで懸念されます。数を増やすという意味では、

実はあまり手が付いていない中国の中等教育が 1 つポイントになってくるかと思いますが、

中国ではやはり圧倒的に英語志向が強いわけです。教育当局の方では素質教育ということ

で、いわゆる国際理解とか異分化を理解するといった素質をはぐくむ教育が重要だという

ことで、外国語教育に力を入れているという中で、日本語が 1 つの学習課目として伸びて

いく要素があるならば、それに適した教材等を開発していくことが中国についての 1 つの

対策ではないかと感じています。 
 韓国です。今回一番のショックは韓国の数が落ちたというところですけれども、人口に

対する学習者の割合が一番高い国だったわけで、ある意味ではピークを打ったという感が

あります。減った理由は高校の第二外国語の取り扱いの変更というところが大きいわけで
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すが、日韓関係を考えたときに、その日韓関係が及ぼす今後の影響を常に考えていかざる

を得ないと思っています。この中等教育の学習者が減ったことが日本語教師採用にインパ

クトを及ぼしつつあるということが、このデータではなく、別な面でいろいろと耳に入っ

てきています。そういった意味で韓国については中等教育での授業をもり立てていくとい

う対策が今後必要ではないかと考えています。 
 インドネシアは圧倒的に中等教育の学習者が急増したところでの対応支援が今後の鍵に

なってきます。それから今年実施されたカリキュラム改革ですが、理科系の高校生も外国

語が勉強できるということで選択肢が広がり、日本語学習者が増えるのではないかという

見方があったわけですが、今、現場の様子を見ると外国語学習よりも、むしろ大学入試に

有利な数学や物理をやりたいという流れができているということで、若干外国語（日本語

含む）については、現場での学習者の流れに異変が起こっているようで、そのところは注

視する必要があると考えます。特にインドネシアでは中国語の伸び、韓国語、ポップカル

チャーへの関心が高まる中で、競合関係が発生してきている状況です。 
 タイについても学習者が中等教育段階で急増していますので、その対策ということでタ

イ当局が行っている養成計画への協力はもちろんのこと、その他の支援策を打っていかな

ければいけないと思います。 
 オーストラリアです。一時減少を見ていましたが、アジア言語重視がうたわれたことも

ありまして増加基調に戻っています。ただいろいろと報告を見ていますと、教育財政が緊

縮ぎみにある中で、高等教育のコストカットがあります。この関係で外国語教育をかなり

圧縮してきているという中、日本語コースが閉じたというような話も耳にすることがあり、

その辺が 1 つの懸念です。 
 米国はいろいろな報告がある中で心配していましたが、やはり全体的に日本文化への人

気は根強いものがあり、全体的に増加を見ています。州・地域別によると、やはりでこぼ

こがあって 31 州で増加、19 州で減少ということです。増加・減少を見ている地域の中でも、

州、日本との関係により増・減があります。やはりオーストラリアと同じく教育財政の逼

迫ということで初等・中等教育段階でのコースの維持がいろいろなところで問題になって

います。 
 英国については先ほどのご紹介どおりですが、2014 年からのカリキュラム改革に、日本

語教育としてもどう対応していくかということが今後の課題です。 
 ブラジルについては、全体の傾向を見ると日本文化への関心が高まりつつあります。そ

の一方で大きな日本語教育の部分を占めていた継承日本語教育、そこを担っておられた先

生方の世代交代が進む中、民間日本語学校の勢いが若干落ちてきている傾向があります。

継承日本語への対応と、それも踏まえながら日本語全般としてどう対応していくかを検討

する必要がある、という分析がこの報告書でなされています。 
 最後の 2 ページです。ボリュームゾーンということで基金としては施策の中心的な部分

と見ています。アジアの中等教育、特に東南アジアの国々について数字を細かく見たもの
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です。学習者の伸びに対して教師の手当がどれくらい減っているのか。その教師の中でネ

イティブの意味はいろいろな解釈があるかと思いますが、ネイティブ日本人教師の割合が

どのようになっているのか、そしてそれぞれの現場で何が問題かということで報告がなさ

れています。これを見ての手当は中等教育段階での現場教師の量的不足、教師の資質向上。

それには教材を含めての支援策が喫緊の課題ではないかということをデータから感じてい

ます。 
 最後のページはまとめです。最後のまとめのところですが、今まで、やはりメリハリの

ある施策展開をしていかなければいけないということで、アジアの中等教育に絞った形で

考え、議論をしてきたわけですが、この全体の数字を見て行く中で、やはり気になるとこ

ろはボリュームゾーンでないところで、実は前にも報告しましたが、今回新たに日本語学

習者が出てきたという国が何カ国かあり、今まで日本語学習者があったのだがなくなった

国も何カ国かあります。1,000 人以上の学習者がいたのだが 5％以上減ったというような国

もあるという中で、今まで基金だけでなく日本語教育関係者がいろいろなところで種まき

をしてこられた。日本語学習への芽を出していただき、水やりといったところにある程度

の意識を持つ必要がある。ただ限られたリソースの中でそれをどうしていったらいいのか、

そういうことをこの全体のデータを見ながら感じた次第です。以上、駆け足の報告になり

ました。 
 
座長：ありがとうございました。それでは続いて島田課長の方から外務省・国際交流基金

の概算要求の状況についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
島田課長：この場は議論を中心にした方がよいかと思いますし、今から申し上げます予算

についてはあくまでも要求ベースの話であり、そっくり国会で承認をいただけるかはまだ

分かりません。一方、皆様にはこれまで 5 回にわたるご議論をいただきました。外務省・

国際交流基金としても、まさに提言に盛り込まれているように直ちにできることから速や

かに対応すべしとの大臣のご指示も踏まえて、予算要求盛り込み、認めていただくよう一

生懸命努力しておりますので、そういう観点でご覧いただければ幸いです。まず政府全体

の来年度予算要求の基本方針について、簡単に説明させていただきます。 
 平成 26 年度予算の概算要求は、本年 8 月に閣議で方針が了承されています。誤解を恐れ

ずにざっくり申し上げますと、例えば年金医療費や東日本大震災への対応という特別なも

のを除いては、基本的に各省庁前年度比 10％減の範囲内で要求すること。その中で、各省

庁の要求以外でいろいろな政策に振り当てられる予算というものを確保して、その予算は

防災、成長による富の創出、暮らしの安心、地域活性化、日本再興戦略、骨太の方針とい

った政府全体として重視するような政策について、新しい日本のための優先課題推進枠、

「政策枠」と呼びますが、その「政策枠」に合致する政策に関連するものを要求をしなさ

いということになっています。従って、今から申し上げます 10 億円の日本語関連教育の予
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算についても、「政策枠」に合致する政策関連予算の 1 つということで要求することになっ

ています。 
 その前提でご覧いただくと、日本再興戦略という政府全体としての重要な方針があり、

その中にクールジャパンの推進が掲げられています。種々議論いただきましたとおり、日

本語の普及をクールジャパン推進の一環に捉え、重要政策として要求するというのが基本

的な考え方です。更に、外務省は、大臣の下に本有識者懇談会を設けて議論いただいたと

おり、クールジャパンの取り組みに含まれるマンガ・アニメ等ポップカルチャーが日本語

への関心の入り口になっており、今国際社会の中で在留邦人が増加し、日本企業の海外で

の経済活動が増加している中で、日本語の海外における普及が日本国民、企業にとっても

利益になるとの考え方の下、関連予算を認めていただきたいと考えています。 
 では何を緊急に要求するのかということですが、まさにご議論いただきました。すなわ

ち、東南アジアを中心に非常にありがたいことに学習者が伸びている一方、中国や韓国と

いった第三国はそれぞれの文化発信、言語の普及についての取り組みに大変力を入れてい

ますので、我が国としてもできるだけ早急に対応作を講じなくてはならないということ。

特に７月にまとめていただいた政策提言では、特に東南アジアを中心に教師・教材が大変

不足しているということが問題でしたので、そういったところを手当しなければならない。

加えて東南アジアなどで爆発的に学習者が増えているものの、中等教育レベルで複数の選

択肢の中、学校関係者や生徒があえて日本語を選んでくださっているので、選択語学の決

定に影響力をもった層にも、きっちりと日本語の重要性を理解してもらわないといけない。

こうした状況を放置すれば、行く行くは他の言語に取って代われる危険性があるので、早

急に手を打っていこうということです。こうした問題意識の下、具体的にやるべきことと

して 3 つの柱を立てました。 
 まず第 1 に、e ラーニングの導入です。第 2 に、教師のキャパシティビルディングです。

これは現地の先生のキャパシティビルディングやそのための日本人専門家の派遣という話

もございます。第 3 には先ほど申し上げた、とにかく日本語を導入してもらわないことに

は始まらないので、日本語教育関係者への働きかけをしっかりやる観点からの「アドボカ

シー関連の予算」。この 3 分野を喫緊に必要なものとして、合計 10 億円を要求している状

況です。冒頭申し上げましたとおり、この予算はこれから財務省との折衝を経て、国会で

審議をいただくものですから、必ずしも 10 億そっくりそのまま予算がつくかどうかは未定

です。一方、我々としては今申し上げたような考え方のもとで、一生懸命やっていきたい

と思っていますので、ぜひ委員の皆様にもご支援をお願いいたします。以上、簡単にポイ

ントだけ申し上げました。 
 
座長：ありがとうございました。続いて文化庁から岩佐国語課長、お願いします。 
 
岩佐氏：文化庁・文部科学省の関連予算を簡単に説明いたします。お手元の裏表 2 枚の資
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料です。まず 1 ページです。外国人に対する日本語教育の推進に関し、文化庁全体の日本

語教育の予算事項を掲げています。下の方の緑の一番右が、今、島田課長のお話にもあり

ました政策枠で、左側と真ん中の部分は通常枠です。例えば難民に対する日本語教育や、

地域における外国人への日本語教育のための、「生活者としての外国人」のための日本語教

育事業を引き続き実施するための要求です。また、右の政策枠は、クールジャパンに資す

るものということで要望しています。次のページをご覧ください。 
 合計 1 億円余りを要望しています。2020 年にオリンピックが日本に来ますので、これか

ら海外から日本に目が向く機会が増えます。その中で、日本をアピールする際に、日本語

を媒介にして日本のことを発信していくための事業です。例えば魅力的な日本語を発信す

るというのは「かわいい」や「おいしい」というような既に広がっているもの、日本の文

化を表すものでの「わび」「さび」「もののあはれ」「おもてなし」「もったいない」などで

す。それからユネスコでも和食が無形文化遺産として認定されるということになりますと、

和食を表す言葉で「もちもち」「パリパリ」など日本についてアピールできる言葉を磨いて、

それを外国人にアピールできたらどうかということ考えています。方法としてはシンポジ

ウムを開催して機運を醸成するとか、パンフレットをつくって各国の大使館ですとか国際

交流基金の事務所とか、いろいろなところで配布していただいたり、いろいろなイベント

でも使っていただくことを考えています。 
 それから日本語広報官というのは、日本語ができる外国人もたくさんいらっしゃいます

ので、例えば横綱の白鵬関などに広報官として活躍していただけないかということを考え

ています。それから魅力的な日本語から日本語に興味を持って、具体的に学習しようと思

ったときに、気軽にアプリなどを使って勉強できるようなことができたらということで、

日本語学習アプリの開発もしたいと考えています。これも島田課長が言われたように、政

策枠でこれから財務省、国会審議を経るものですが、こういったことで今回の報告書と関

係するものとして要求させていただいています。それからもう 1 つ、継承語教育について

ですけれども、この会議の 7 月の報告書でも在外教育施設など外国における日本語教育の

総合機関として位置付け、そのための体制整備を進めていくということで提案いただいて

いますので、これを踏まえて平成 26 年度概算要求において日本人学校等の継承語教育調査

実施事業を要求しています。 
 具体的には日本人学校や補習授業校において、継承語教育のための教育課程、教材、指

導方法等について調査をし、永住する日本人の子弟等を対象に日本語教育（継承語教育）

を実施する場合、その体制整備の在り方について重点的に調査研究を行うことを想定して

います。文化庁・文科省からは以上です。 
 
座長：ありがとうございました。それでは最後になりますが、齋木国際文化交流審議官の

方からアジア文化交流懇談会についてご報告いただきたいと思います。4 枚ものの資料がお

手元にお渡ししてございますのでそれをご覧下さい。よろしくお願いします。 
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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。簡単にアジア文化交

流懇談会についてお話を申し上げます。今、座長からご案内いただきましたように資料を

お配りしています。9 月 30 日に、安倍総理大臣の下に設置されたアジア文化交流懇談会が

提言を取りまとめたということでございます。総理に直接この懇談会の提言は提出されま

した。お手元の資料 1 枚目にありますように、アジア文化交流懇談会は、今年初めに安倍

総理がインドネシア共和国で「対 ASEAN 外交 5 原則」を表明されましたが、その中の 4
番目の原則がアジアの多様な文化、伝統をともに守り育てていくということでして、この

第 4 原則を受けて具体的な施策を取り進める、より柔らかい言葉で言えば、日本とアジア

を文化でつなぐ、そのために何をすべきか、ということを有識者の方々にご議論いただく

べく、総理が立ち上げられたわけです。メンバーは 2 枚目の別紙にありますけれども、ビ

ートたけしさんや知花くららさんを含み、座長は東京大学の山内名誉教授にお願いをした

ところです。ほぼ一月に 1 回、大変精力的な議論をしていただきました。また全員ではあ

りませんでしたが、大変多くの有識者の方々には実際にベトナムやタイ、インドネシアに

も出張していただき、現地における日本とアジアの文化交流の現状、また現地における日

本語教育について、直接見て、聞いて、考えていただきました。そういったことを全部含

めて冒頭お話しました、9 月末ですけれども総理に提言が提出されたところです。 
 その提言は 2 枚紙になりまして、配布資料の 3 枚目と 4 枚目になります。この「アジア

文化交流懇談会提言」というのが 1 つありまして、その 2 枚目が別紙として具体的な施策

になっています。このポイントは、上から 4 つ目のパラグラフですけれども、「もとより文

化の交流は民間同士による交流が基本である」。これは全くそのとおりで、一方的に文化や

価値を日本政府が他国政府に押し付けるというようなことはあり得ないわけです。ただ、

他方において政府がさまざまな形で文化交流の後押しをしたり、また外交上の配慮から、

自ら実行すべき分野もあるということを、この懇談会の方々が提言されたわけですけれど

も、こういった施策を、下から 2 番目のパラグラフにあるとおり、一時的な対応に終わら

せることなく、息長く継続して実施していくことが大事であるということです。そして別

紙になりますが、日本語の学習支援というのが 2 本柱の 1 つになっています。ちなみにも

う 1 つの柱は文化・芸術・交流、それも双方向の交流事業の深化です。日本語学習につい

てはこの紙にあるとおりでして、日本人派遣教師の増員、現地人教師の指導力向上、現地

教育関係者への働きかけ、IT 技術応用、日本語学習のメリットを享受できる環境づくり、

この 5 点が具体的施策として提言されております。 
 これらの施策は、まさにこの有識者懇談会で長きにわたりご議論いただきました成果を

取りまとめた提言とも軌を一にするものでありまして、私たちがこれまで取り組んできた

ものが的を射たものであるということが、あらためて、またこのアジア文化交流懇談会の

提言においても示されていると考えています。 
 私どもとしては、外務省そして政府一丸となって、日本語有識者懇談会でいただいた提
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言を具体化し、またアジア文化交流懇談会のこの提言に盛り込まれた施策についても、い

ろいろ工夫いたしましてできる限りの予算を手当し、適切な対処をしていきたいと考えて

いるところです。 
 以上、駆け足ですけれども、ご参考までに、総理の下のアジア文化交流懇談会の提言に

ついてご紹介をさせていただきました。 
 
座長：ありがとうございました。以上３点の報告を承りました。まだ時間は残っておりま

すので、どのような観点からでも結構です．ご意見、ご質問等ございましたらお願いしま

す。よろしくお願いします。いかがでしょうか。 
 私、9 月の第 1 週か 2 週にかけて教育委員の連合会のミッションでオーストラリアに参り

ました。最後にキャンベラへ行き大使館でご挨拶をしたのですが、その後、急にオースト

ラリアの外務省から呼び出されまして 1 時間、私は 1 人、向こうは 10 人で議論をするとい

う大変な経験をしました。日本語振興について、オーストラリアの外務省が非常に積極的

であることに非常に驚きました。残念ながら財政的な問題があるので、何とか日本の企業

等と協力して、日本語を振興していきたいという話が何度も出てきました。どうもその陰

には、こういう席上で適切な発言でないかもしれませんが、中国のプレゼンスが大きくな

りすぎているということがあるようです。それのカウンターバランスとして、日本語をも

っと振興したいと考えているような感じも持ちました。とにかく非常に熱心で驚きました。 
いかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 
 
委員：ご説明ありがとうございました。交流基金さんの報告を踏まえた予算要求というこ

とで、島田課長からのご説明について質問いたします。まず 1 つとして、新たな 10 億円と

いう数字を新しい枠で今回出されます。例えばこれを半分にせよとかオールオアナッシン

グなのか、この辺は仕組みとしてはどうなっているのか、例えばこれを 5 億円にしろと言

ったら中を見直す必要があるのか、そもそも 10 億が認められなかったら全くできないこと

なのか。仕組みとしてどうなるかということが 1 点。それからもう 1 つこの 10 億円のアロ

ケーションといいますか、これは大きな 3 点がありますが、例えば IT 化の推進にだいぶお

金が掛かるのではないか、だいたいどのくらいざっくりの枠になっているということを参

考までにお聞かせください。 
 
島田課長：ありがとうございます。予算要求プロセスでは、今後まず財務省と協議をして、

政府の原案ができ、それから国会審議となるわけですけれども、その中で当初想定してい

た 10 が例えば財務省との折衝の課程で 7 になる、8 になる、場合によっては 0 ということ

さえ理論的にありえます。ではその中で満額１０が確保できなければ先程述べた 3 つの柱

の下の具体的な施策が全部立たないかというと多分そうではなくて、今度は逆に外務省と

して与えられた予算の中でどういう施策をどのようにやっていくのかという工夫していく
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というのはあると思います。ご指摘のとおり、一番お金が掛かるのは e ラーニングのとこ

ろだと思いますので、具体的にどれだけ掛かるかを国際交流基金とも相談しながら 
配分を考えているところです。今ここで皆様にお示しできる具体的な金額はないのですが、

e ラーニングのところがお金が掛かるだろうというのはご指摘のとおりです。今後ある程度

目鼻が立ちましたらご紹介をさせていただきたいと思います。 
 
座長：風は吹いているのではないでしょうかね。こんな言い方は無責任かもしれませんが。

他にいかがですか。どうぞ。 
 
委員：1 回目の 3 月に来てからずっと海外に行っていまして、インドシナの 5 カ国を回った

り、ケニア、ボツワナ、南アを回り、今、ナイロビと仁川（インチョン）に直行便ができ

て、非常に多くの中国の人がアフリカ中に散らばっているという実態に触れてきました。

それでこの 3 つの報告書の話を聞いて、この中の精査や分析も重要なのですが、他の政府

がやっている大きなプロジェクトがありますね。例えばビジット・ジャパン・キャンペー

ンとか、日本人が海外に行く観光というのは今非常に大きな 1 つのポイントになると思う

のです。日本に来る中国の人もすごく増えています。東南アジアからも今ビザが免除にな

ってきていますので非常に増えています。そういう観光の相互の動態と日本語教育の推進

というのがどの辺りで接点を持つのかというようなことが見えるような形で示される必要

があると思います。 
 それから 2 つ目は確かに今、アフリカで孔子学院が伸びているし、それと中国の移民政

策がアフリカでものすごい勢いで進んでいます。韓流のポップカルチャーもすごく今広が

っているのですが、日本は今、静かに見えるけれども、企業は確実に今出て行っています。

それも大手企業だけではなく中小企業やサービス業が相当出て行っています。そういう日

本の企業の海外展開と、この日本語教育の施策というのがどういうところで接点を持つの

か。これだけ多くの日本の企業人プラス家族が出て行っています。奥さんとか子どもたち、

そういう人たちと海外で日本語を勉強している同世代の人たちが、非常に近いところにい

ながら接点がないということを東南アジアにいて強く感じます。そういう辺りの接触機会

というのをどうつくっていくかということ。 
 3 つ目はアフリカのボツワナに行って感じたのですが、今、全国の 700 以上の大学が生き

残りをかけて海外との接点をつくろうとしています。例えば秋田大などでは国際資源学部

というのをつくってナイジェリア、ケニア、ザイール、ボツワナ、南アなどの大学と組ん

で共同で資源開発研究をしようということをしています。そういう中で短期交換留学、サ

マーとか 3 カ月とか、せいぜい長くて半年というような交換留学プログラムをつくってい

ます。そういうような大学生の交換プログラムと、この日本語教育の海外展開というのが

どういう辺りで接点を持つのか。どう設計していくのかということ。ちょっと大きな話に

なってしまうかもしれませんが、他の政策との接点を明確にしていくということが、これ
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からはまさにオールジャパンでしていこうというときに重要なのではないかという気がし

ます。以上です。 
 
座長：非常に大きな問題提起だと思いますが、どなたがお答えになりますか。これは非常

に大きな問題ですね。日本から外へ出て行く留学生が減っているのは衆知の事実ですが大

学間交流に基づいた留学生の送り出しは増えています。数としてはそれほどではありませ

んが右肩上がりで着実に増えていますので、これと我々が議論しているようなプログラム

と結び付けることは非常に効果があるし、必要なことではないかと思います。いかがでし

ょうか、今のご意見に対してのコメントは。どうぞ島田さん。 
 
島田課長：官民連携のところだけになってしまい、お答えというか、皆様にもいろいろな

お知恵をいただければという観点でお話申し上げたいと思います。今、委員からお話があ

った観光、企業進出の連携という意味では、本懇談会の中でも、岡田委員の方から住友商

事がベトナムで行っている CSR 活動との連携としての日本語学校の例があったと思います。

おっしゃるように私どもとしても、いろいろな事業を展開する上で、どのように民間の方々

と上手に連携して、かつ結果としてウィンウィンになるような事業展開を一生懸命発掘な

いし開拓しているところです。そういう文脈では 2 つ具体的な例を紹介させていただきま

す。1 つは海外の大学との連携です。最近訪問した米国東海岸のボストン界隈の大学では、

中国語に押されぎみで、特にビジネス面では、かつて日本語だったものが中国語に取って

代わっている状況がありました。一方、各大学では、例えば日本への短期留学ないしは 2
週間のステイプログラムを学生自らが取り組んでいる例なども聞かれます。従って現地か

らは、まさしく春原先生が言われた日本の大学との連携という意味で同様の要望も聞きま

した。現在、在外の各大使館や総領事館ではそういった情報をくみ取り、どのような形で

政府や民間、更には大学との連携ができるのか模索しています。もう 1 つ、民間企業との

連携の例を挙げますと、先ほど e ラーニングのところで予算要求の説明を申し上げました

けれども、実は今回、懇談会の中で委員の先生から有益なご指摘を受け、勉強で使う e ラ

ーニングもいいけれども、勉強まではいかないけれども、日本に関心を持って日本人と話

をしたい方向けにどのような窓口があるのか、こうしたニーズに対応するためにホームペ

ージなどに双方向のアクセスが可能なサイトを設けてはどうかというご提言をいただきま

した。これについては国際交流基金とも研究しながら、私も具体的に民間企業を回ってい

ますが、総論では賛同していただけるのですが、実際には経費の問題とか規摸としてビジ

ネスには馴染まないとか、具体的な各論になるとなかなかプロジェクトには結び付いてい

かない状況があります。このため委員の先生方から、こういう企業はこういう取り組みを

しているから、外務省や国際交流基金と連携したらどうかというようなことを、具体的に

ご紹介いただけると大変ありがたいと思います。こうした面からいろいろな情報提供や協

力をお願いいたします。必ずしもご質問への回答にはなってはいないかもしれませんが、
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私どもの取り組みのご紹介も兼ねてお話しました。ありがとうございました。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ、吉尾審議役。 
 
吉尾審議役：国際交流基金の立場としての発言は少し躊躇しておりましたが、ご指摘の点

は私も強く感じておりまして、具体的にどうしたらよいかといつも悩んでいます。例えば

観光のところで JNTO さんがやっておられるような仕事と、国際交流基金のやっている仕

事がどういうところで、具体的によい形のコラボレーションができるかということを考え

たときに、インバウンドの外国人に対して、成田に着いたときからスマホのアプリで日本

語の何かを入れたらいろいろできる。それを持って帰っていただいて日本語を続けようか

みたいな、そういう取っ掛かりが 1 つあり得るのではないかと。そういう話に誰か乗らな

いかなと考えているのが 1 つと、確かにどんどん増えているインバウンドを日本語として

放っておく手はないと感じています。 
 それから在外日本人との日本語との接点というご指摘ですが、それはまとめていただい

ております政策提言の中でも若干触れていまして、では具体的にどう動いていくかという

メニューなりプログラムを、誰がどうつくっていくのかが残る宿題ではないかと先ほどの

コメントは聞かせていただきました。 
 それから大学の海外進出ですが、これも非常に重要な戦略ツールだと思います。基金が

直接何かするということではありませんが、例えばバンコクには明治大学のアセアンセン

ターという立派な入れ物ができていて、テレビ会議システムも素晴らしいものが入ってい

ます。そこであまり時差がなくいろいろなやりとりができるというところで、日本語もい

ろいろASEAN の人たちが来る前にイベントができるというような仕掛けができています。

そういうような拠点が日本の大学の海外進出で整ってくると、大学レベルの話ですけれど

も、日本語が広がっていく 1 つのツールになるのではないかと見ております。 
 それから日本に来ている短期留学にもいろいろなパターンがありますが、やって来る留

学生にしたら、日本にいる間に何をやるかという中で、日本語が勉強できるというのは非

常に大きなポイントです。それに答えられるプログラムを提供できる大学が、その短期プ

ログラムの成功の鍵をにぎるというふうに私は見ています。この短期留学の中でもっと日

本語をやっていく可能性があるという見方をしておりますが、ではこれをどういうプログ

ラムで提供できるかというのは、ご指摘を踏まえてみんなで考えていければと思います。 
 
座長：ありがとうございました。他に、どうぞ。 
 
委員：今のお話に少し関係があるのですが、つながりという意味で 3 点ほどお話をしたい

と思います。細かいことですが、例えば外務省の予算要求のアドボカシー招へいのところ

でプログラム内容のところで見ると、学校訪問、小学校・中学校・高校とありますが、こ
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ういうものをつくるときに、このプログラムが今どうこうというだけではなくて、初等・

中等担当者でも、やはり日本語を学ぶことが大学や企業に行くことの魅力とか、社会全体

の縦軸の中でプログラムを立てていく方がいいのでないかとこれを見て思いました。先日

聞いた話ですが、ロシアの留学生派遣、短期、中期、長期をやっている人から聞いたので

すが、ロシアの初等、中等、高等教育はいいけれども、その間にある専門教育の部分、専

門学校の部分がロシアでは抜け落ちているから、ここの部分を特化して学生を呼ぼうと思

っていると。そういう意味でやはり縦でも見ていくということ、それはある意味つながり

だと思うのですが、その中で日本の魅力、日本語を学ぶ魅力というのがもっと見えてくる

のではないかと思います。 
 2 点目は日本語広報官というのがあります。提言の方でも 22 ページに日本語普及大使を

任命したらどうかというがありましたが、いろいろあっていいと思います。そういうもの

がある意味で連携して、そしてやった以上、もっと見える化するためにそれを発信してい

く。やっているけど何か静かに動いて、一般には見えないというのではなくて、ぜひそれ

を何らかの形で発信していっていただきたい。 
 3 つ目ですが、先ほど企業は「総論では OK だが、各論になると」とおっしゃったのはま

さにそうだと思います。これは学会の方でも、今、どうやったら公益法人になった今、企

業を巻き込めるかと考えたときに、学会は何をやっているところで、こことつながること

でどういうことが起こっていくのかというのがホームページからも見えてこないといけな

いと、強く思っております。 
 今、透明性や見える化をどうやって図るかということが課題になっていますので、その

辺りを企業からご紹介いただくのも 1 つの方法だと思います。こういうところだからつな

がりたいと思うような、1 例を挙げればホームページの作り替えから、いろいろな人たちが

どのように受け止めるかというところからやっていく。学会の反省を含めて、今の私ども

の課題ですので、それが出てくるといいのではないかと思います。 
 先ほど座長もおっしゃっていましたが、8 月に 10 日ほどシドニーにいました。現地の先

生方は本当に私たちは日本語をもっともっと広げていきたいけれども、こちらでは予算を

削られてしまっている。日本と何かの形でつながりたいということをシドニーの先生方か

らも聞いていました。その辺をぜひお願いしたいと思います。以上です。 
 
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：吉尾さんのお話の中で、ボリュームのあるところ以外も大事だというお話が非常に

印象に残りました。私どもが報道するとき、どうしても日本語学習者がトータルでどれだ

け増えたかなどという事に重点を置きがちなのですけれども、どれだけの国で日本語が学

習されているのかという辺りをもう少し国際交流基金さんで分析し、強調して発表される

といいのではないかと思いました。昨日、ドミニカ共和国から日本に来て勉強している人
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と話すことがあって、日本語はペラペラなのですけれども、現地で日本語を学習する環境

がなくて苦労したというような話をしていました。どうやって勉強したのかを聞きました

ら、いろいろと教科書のような本を読んで、疑問点があると JICA の人を訪ねて行って、聞

くときちんと教えてくれるのでそれが助かったということを言っていました。アフリカや

中南米などで日本語教育を進めていくには、きめ細かいことがいろいろと必要ではないか

と思います。この会議でも、当初に各大使館からいろいろきめ細かい現状の報告があった

と思います。それぞれの大使館に日本語担当の方がいらっしゃるかどうかは分かりません

が、1 人でも在外公館で日本語を念頭に動く方を置いていただき、それできめ細かなことを、

それぞれの現地で考えていただくことが非常に地味なことですけれども大事ではないかと

思います。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。今の件、私ブリティッシュ・カウンシルとは長い付き合

いですが、これはまた繰り言になりますのであまり言ってはいけないかもしれませんが、

ブリティッシュ・カウンシルは徹底しています。ジェットプログラムなどは直接ブリティ

ッシュ・カウンシルは関係していません。我が国の地方自治体がお金を出している。ブリ

ティッシュ・カウンシルは日本のあちこちにオフィスを持っている訳ではないのですが、

オフィスがある地域、その近郊については、誰がいるかきちんと捕捉しています。何かあ

ったら連絡し、仕事をさせるということをやっています。イギリスから来た若者を何かの

役に立たせるというようなことをやっています。また、企業はブリティッシュ・カウンシ

ルとコンタクトを持つことは殆どありませんが、研究者レベルの方については、英国に滞

在している人、滞在経験のある人を良く捕捉しており、何かあると「こんなことをしてく

れないか」とコンタクトをしています。その意味で、非常にリソースをうまく使っている

という感じがします。一方日本の場合にはブリティッシュ・カウンシルのようなものがあ

りませんから、そういう現地にいる若い人を何かの機会に働いてもらうというようなこと

は難しいですね。 
 ブリティッシュ・カウンシルは本当に徹底していて、私はグラスゴーにいたのですが、

グラスゴーにほとんど日本人がいないということもあって、何か日本に関係のあることが

あると、必ず私のところに電話がかかってきて、随分働かされました。だけど楽しかった

です。私自身のヒューマン・ネットワークも非常に広がりました。日本も、JICA もあれば

JETRO もあるし大使館もあるわけですから、今、委員がおっしゃったようにそれらの組織

が連携をして担当官のような人を置いて、最小限の扉でも開いておくというようなことを

しないといけないのではないかと思います。個々の組織としてはいろいろ努力されている

ようですが、日本の場合はそれをインテグレートできない。そういう点はぜひ考えていか

なければいけないのではないかと思います。他にいかがでしょうか。どうぞ。 
 
委員：質問が 1 点と、2 点考えたこと申し上げたいと思います。最初の質問は東南アジアの
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中等教育機関の学習者が大きかったことが、恐らく今年度の速報値の中の増加に出てきた

と思うのですが、本当に東南アジアの学習者急増は非常に喜ばしいことです。でもそれを

そのままにしておくのではなく、なぜかというところで、その中等機関が教育機関の決定、

つまり学習者自身が日本語を勉強したいというよりも決定権を持つ人が日本語を選んでく

ださったということだと思います。外務省の予算の中の 3 つの柱の中の 3 つ目「日本語教

育関係者アドボカシー招へい」ということで働きかけをするということですが、これはこ

れまでも恐らくなされていた。それが東南アジアの中等教育機関の増加につながったのか、

あるいは特にそういうものがなくてこの増加になったのか、私が以前ベトナムにいったと

きのことを多分お話したと思うのですが、ある学校の校長先生にお会いしたら、日本のマ

ナーとか時間厳守とか、そういった礼儀正しさ、そういうものを学ばせたいというような

こともありました。それから同時に日本の中小企業は、日本に来て日本語を学ぶのではな

く、既にベトナムとかインドネシアの方でも、ある程度学んできた即戦力が欲しいしとい

うところで日本語学習者が増えているのではないかというので、幾つかいろいろな理由が

あると思うのですが、私の質問は中等教育の学習者の増大、つまり決定権を持つ人がなぜ

日本語を選んでいるのかというところをお聞きしたいというのが 1 つです。 
 あと 2 つは私が考えていることでして、東南アジアの中等教育は非常に割合が高い。そ

してインドネシアが韓国を抜いたということも非常な驚きでした。実は先月インドネシア

の学会に呼ばれて、学会の日本語教師たちといろいろお話をしました。そこで気が付いた

ことは大学の教師ばかりなのです。中等教育の先生はあまりいらっしゃらなかった。中等

教育のお話を聞いても大学の先生たちの研究発表ですから、あまりその辺の情報は得られ

なかった。でもインドネシアの日本語教師の人たちは非常に熱心に勉強しようとしている。

そこでなぜ中等教育の方々が入っていらっしゃらないのか、これだけの中等教育の学習者

が存在するということは大学教育にもつながるはずです。そこで大事なことは中等教育と

高等教育のつながり、いわゆるアーティキュレーションと呼ばれるものです。この部分を

今大事にしておかないと、これだけ中等教育で伸びている人材というか、学習者を育てて

いくという視点を持つことが大事なのでないか。その意味では、大学の高等教育関係者と

中等教育関係者のつながりを持たせる役割を基金の方々にお願いしたいし、私たちも考え

ていきたい。 
 2 つ目ですけれども、教師不足というものがここにいつも出てきます。この教師不足とい

うのは彼らにとって日本語教員、母語教師が欲しいのか。私は母語教師ばかりではなく、

もっと現地の先生を育てるという視点を考えていかないといけないのではないか。 
 現地の先生を育てるということになったら大学で教員養成のコースができます。教員養

成のコースができると大学に入って勉強する人たちも増えてくると思います。そういった

意味で教員不足の解決の仕方もいろいろな多面的な方向から考えていただければいいので

はないかと。以上 2 点とご質問 1 点を申し上げました。以上です。 
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吉尾審議役：ご質問の件はデータを持ってお答えするのが非常に難しいというか、そうい

う質問をいろいろなところですべきなのかなというふうに思っていますが、回答は準備し

ておりません。ただ 1 つはっきり言えることは、インドネシアなどで第 2 外国語を導入し

なさいということになったときに教える人間がいる、適当なカリキュラムの教材があると

いうものがだいたい選ばれます。ということでは、インドネシア、タイ、基金の拠点があ

る国では基金の専門家と教育当局が長い間かかっていろいろな教材開発を一緒にしてきて、

かなりインフラができていたというところが日本語を第 2 外国語とする導入に直接つなが

ったということは 1 つ言えるかと思います。韓国語の場合はまだそういうインフラが整っ

ていなくて、学校に導入するという段階には至っていないということが言えるかと思いま

す。 
 それからご意見をいただきましたが、インドネシアで中等教育の先生と高等教育の先生

とのつながりというご指摘がありました。この夏インドネシアの教員養成系大学の学科長

会議というのがあって行ってきました。彼らの話では、やはり中等教育では教師会とのつ

ながりというのはないという認識をし始めていて「中等教育が倒れたら僕たちも終わりだ」

という危機感をようやく共有するようになり、つながりということでは若干遅い感もあり

ますが意識され始めたなというふうに見ております。それから教師不足の意味も確かにク

エチョネアではどういう意味で教師不足なのか、どういう意味で教材不足なのかというと

ころまで、深く問いきれていませんけれども、日本人ネイティブに頼るべき部分というの

は確かにあると思いますけれども、やはり基本的にはその国でのサスティナブルな日本語

教育のシステムをつくっていくというところが一番の重要ポイントかということで聞かせ

ていただきました。ありがとうございました。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ。 
 
西原センター長：浦和の日本語国際センターには、現在、40 カ国から約 100 名の日本語を

母語としない先生方が学んでいます。日本語のレベルアップとともに教育方法や教材開発

とか、課題を自ら設定して、重点的にそのことに取り組むというのが基本的な目的になっ

ています。私どもは来ていただく国ごとに、またはその大学や持ち場ごとに、どういう課

題を抱えているか、どういうことが望ましい援助なのか、日本国に期待することは何か、

ということを来日の度に発表していただいて情報として得て、それを直接的には研修内容

に反映するということになっていますけれども、基金本部にも報告して次の展開に結び付

けていただくということを地道ですけれどもやっています。 
 実は、今日この時間帯にマダガスカルとか、普段あまり接触のないような国の方々が来

ておられて、現地報告をしていまして、そちらに行くからここの傍聴には来られないとい

う人がたくさんいるのです。 
 地味ではあるけれども毎日やっていることだということをご報告したいと思います。そ
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れから、広報について、国際交流基金は担当とする理事の方に着任していただき、今のメ

ディア状況を分析したときに、何が必要なのか教えていただいています。端的に言われて

いることは、ウェブはもう古い、ウェブに載った情報の 99.96％はスルーされていく。そう

いう中にあって何がいいのかというと、やはり人と人とのつながりで、つまりソーシャル

ネットワークの活用ということが非常に大切だし、例えば教育方法もアプリのように、個

人が自分の家でできるというようなことを推進していかないと、日本語に関心を持っても

らうというようなことはできないだろうということです。 
 
座長：ありがとうございました。ちなみにいろいろ課題を挙げてもらっている中で一番大

きい課題は？ 
 
西原センター長：一般的には今、上級審議役からご説明があった世界の機関調査とだいた

い同じような傾向です。頻繁に聞かれるのは今の自分の勤務校とか、自分の知る範囲の情

報・課題、そして何をしてほしいかというようなことです。研修生ではありませんが、先

日、韓国のある大学の学長さんがみえまして、中国のプレゼンスが大きすぎるというよう

な一般的に聞かれることをおっしゃったときに、最後に自分の大学にこういうことをして

ほしいというようなことをおっしゃっていました。そういうような形で情報収集をしてお

ります。 
 
座長：ありがとうございました。他にございせんか。 
 
島田課長：アドボカシーに関してですが、今、委員がおっしゃった「どこに関心を持って

いるのか」ということも確かにあると思いますが、最近いろいろなところで話を聞くにつ

け、非常に重要なのかなと思っているのは、この懇談会でも議論があったと思いますが出

口論のところ、すなわち、日本語を勉強すると結果的に就職に有利になるとか、将来の自

分の収入に反映されるとか、そういった面が全世界的に非常に重要になってきていて、こ

れは中国語との対比で見ても明らかだと思います。そういう意味では東南アジアについて

は、幸いにも今、日本企業が多数進出していますし、日本企業が現地での採用に加えて、

最近では東南アジア等からの留学生を日本で採用する企業も出てきているのは、東南アジ

アでの日本語学習者数の増加の背景にあるのではないかと思います。一方、北米などでは、

やはり日本語の勉強がどれだけのメリットになるのかということが若干弱くて、関係者へ

のアドボカシーにしても、一番強力なアピールとなるのは、生徒にとってのメリットをよ

り具体的に示すことができるかがかなり重要なポイントになっているように思います。そ

の意味でも、先ほど官民連携の話がありましたが、インターン制度を設けている日本企業

がいることは非常に日本語学習者にとってのインセンティブとしても大きいので、是非、

日本語を勉強した方をインターンとして雇っていただけると、アドボカシーの面でも、親
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御さんに対しても大きなアピールになると思うので、そういう面でも官民連携が必要だと

思っています。 
 
座長：ありがとうございました。どうぞ。 
 
委員：今の島田課長の出口保障の話はすごく大きなことだと思います。ボリュームゾーン

の議論をするときにいつも、国・地域でどこかボリュームゾーンというような。もしくは

種まき、水まきをするときはどこの国・地域かという話なのですが、そのボリュームゾー

ンというのは恐らく観光などで含むのは初級のオーラルコミュニケーションみたいなもの

で、まさにボリュームゾーンですね。そこから先に今度は、今で言えばこれだけインター

ネットで、ほとんどメールで仕事をするみたいな時期に、リテラシーをどう身に付けてい

くか。そのときにリテラシーとコンテンツの問題がすごく大きな問題です。何を学んで、

日本語でまさに出口保障なり仕事をしていけるかとなった場合に、リテラシーを身に付け

ないわけにはいかない。特に非漢字圏の人たちが、日本人の仕事をしている人たちと同等

並みのリテラシーをどうやって身に付けていけるのかというようなつながり。このレベル

別のつながりと、それから日本語とコンテンツとのつながりというのを考えたカリキュラ

ムの設計や教材の開発、どこの地域をこのコンテンツであれば結び付けていけるか。とい

うのはたまたま先日ナイロビにいて、（この話は日本語とは違うかもしれないが）ケニアの

ろう者の人たちが今、力を持ってこようとしていて、たまたま 10 月 11 日に島根県で手話

言語条例が施行されて 2,200 万円という予算が付いた。であれば、では島根県と、もしく

はそれに続こうとしている石狩市とケニアを結んで交流ができないかみたいなことを今考

えている人たちがいて、その交流プログラムというものを、できるだけ具体的にどこの地

域とどこの地域、それはどういうコンテンツでということを組み立てていくという発想も

必要ではないかという気がしました。以上です。 
 
座長：ありがとうございました。他にありませんか。今、法務省もかなり動いていまして、

例の高度人材の受け入れはポイント制を使っていますが、日本語が 10 点、日本で学位を取

ったのが 10 点しかないので、私は座長をしている関係でこれはないだろうと。日本語でき

たら 20 点ぐらいどうだ、学位を取ったら完全にもうその人物は信用できるし、高度人材だ

ろうと。20 点どうだ、さすが 20 点というのは難しいというようですけれども、少なくとも

15 点、5 点、日本語も 5 点、日本で学位取った方も 5 点というべく法改正は来年やるよう

ですけれども、もう少し、ここに関しては 20 点でいいのではないかと思うのですが、全体

で 75 点しかありませんからどうなるかは分かりませんけれども、多少その辺で少し動き始

めていることは確かです。随分変わるのではないかと思いますが、まだ、今まで、高度人

材は四百何十人しか受け入れてないですね。麗々しく始めたのですが。いずれにしても日

本の企業に少しでもたくさん入っていただくということを考えなければいけないと思いま
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す。今かなり減っていますので、一時 30％ぐらい、9,000 人、あ、1 万人行くかなと思った

ら、それからドドッと下がって今は 2 割ぐらい、22％ぐらいかと思いますけれども。佐藤

さん、何かありますか。 
 
委員：今、話題になっていました出口との関係で、各国との日本語教育の状況はご報告い

ただきましたが、各国から日本語学習のために日本語学校に来ている最近の状況をご報告

させていただきたいと思います。 
 大震災・原発事故、中国・韓国との 2 国間関係の影響を受けて、日本語学校の学生数は、

震災前 4 万人を超えていたのですが、去年の 7 月には 2 万 9,000 人とかなり減りました。

だけどこの 1 年、東南アジアを中心に学生が増えています。最近の状況では現在学んでい

る学生は 4 万人近くいるのではないかと推計されます。しかし学生の出身国に大きな変化

があるということです。今までは中国・韓国・台湾が上位で、その 3 カ国・地域でだいた

い 8 割か 9 割を占めていました。ところがこの 1～2 年、大きな変化があり、正式な報告は

これからですが、その順位でいうと中国の第一位は変わりません。第 2 位はベトナム、第 3
位がネパール、第 4 位が韓国、第 5 位台湾となる見込みです。アジア各国もそれほど大き

な増え方ではありませんが着実に増えています。今までの中国、韓国、台湾の比率が 8 割

か 9 割だったのですが、この 1～2 年の状況はだいたい 5 割程度です。その他のアジアが増

えているという状況です。その中でもベトナムとネパールが大幅に増えています。例えば

ベトナムの場合はこの 1 年間、入国管理局の在留資格認定証明書の交付状況を各学校より

報告を受けた数字で申しますと、ベトナムが昨年は 1 年間 3,000 人だったのが、今年 1 年

間では 1 万人を超しています。ネパールでは昨年 1,500 人であったのが 4,000 人弱という

ような状況です。先ほどご報告いただいた交流基金の調査でいうと、ベトナムは中等教育

を学んでいる学生が約 4,500 人と出ています。ところが本年 1 年間で日本に来たのは 1 万

人もいます。機会もまだまだ不十分で現地では日本語を勉強していないけれども、直接日

本に来ている人が非常に増えているという状況です。ネパールについては、中等教育の数

字は出ていませんが、日本語を学んでいる人は全体としても 3,000 人にもいっていません。

ところが本年一年間で、日本語学校には 4,000 人近く来ています。そういうつながりはど

ういう現象なのか。特にネパールなどについてはよく分からない点があります。在ネパー

ル日本大使館でもお調べいただいて、分析していろいろとご指導いただきたいと思います。 
 ただ大幅に増えていることがいろいろな問題も抱えることになります。やはり学力・能

力・意欲をチェックし、そして日本に来て生活・勉学ができる、目的が達成できる、そう

いう経済的基盤というものが必ず必要です。 
 そうでないと途中でダウンしてしまう。その点、これからこういう点を配慮しながらや

っていきたいと思います。現地での日本語教育と日本語を学習したいといって日本に来る

学習者との関係もありますので、ご報告をさせていただきました。 
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座長：ありがとうございました。ベトナムは 1 万人ですか、すごいですね。ベトナムにつ

いてはある財団で毎年日本語コンテストを現地でやって、そこの優勝者を含めた 50 人ぐら

いのベトナムの学生を交流団として 1 週間日本に招いています。非常に元気な若者です。

去年は少し女性が多すぎたので今年は努めて半分半分にしたと言っていましたが、そのよ

うな動きをいろいろな組織にやっていただけるとよろしいのではないでしょうか。この財

団では相当お金を使っています。 
それから日本語学校の学生さんの数というのは日本にとって非常に大事な数字です。マ

ジョリティが日本の大学に進学し留学生になるからです。以前委員とその話をしたことが

あるのですが、この数が減ると留学生が増えないということになります。3.11 直後かなり

減りましたが、その後増えるだろうと予想していました。しかし完全に横ばいの状態にな

ってしまいました。それも日本語学校からの供給が減ったためではないかと思います。あ

りがとうございました。他にございませんか。 
 私が非常に心配しているのはインドネシアが日本語を義務教科にしてくれたのはいいの

ですが、母語教師のパーセンテージが 4.5％と非常に少ない点です。それから学習不熱心と

いうのがかなり増えていますが、これはやはり中等教育レベルで義務にしたこと原因では

ないかと思います。この問題はこのまま置いてはおけない問題だと思います。これに対す

る手当はどうしてもやっていかなければいけないと強く感じます。ずっと昔チョムスキー

のお弟子さんのエリーノア・ジョーデン先生にお目にかかる機会がありました。彼女は、

しきりに、変な日本語を教えるんだったら教えない方がいいと仰っていました。何が大事

ですかと聞いたら、即座に教師のクオリティという返事が返ってきたのをいまでも鮮明に

覚えています。他にございませんか。よろしいですか、時間はまだ少し残っていますが。

ご意見がないようでしたら終わりにさせていただきたいと思いますが、島田課長よろしい

ですか。 
 
島田課長：はい。 
 
座長：本日は 3 つのご報告を受けそれに関して様々なご指摘をいただきましたので、それ

らを踏まえて、最終報告を修正したいと考えております。最終報告案ができました時点で

次の会合を行う予定です。ということで、島田課長よろしいですね。 
 
島田課長：はい。 
 
座長：では、そのようにしたいと思います。なお、皆様お忙しい方ばかりですので、なか

なか多くの方にご出席いただけないという事情もございます。十分に時間を取って、事前

に日程についてご相談して決めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 



 22

島田課長：最終報告ですが、先だって立派な政策提言を岸田大臣に提出いただいておりま

すので、政策提言に加えて、本日の基金からの説明も踏まえて付け加えなければならない

ような施策ですとか、もしくは今まで議論されてこなかったものの、是非最終報告に盛り

込むべきであるというようなことありましたら、最終回の会合を行う前に、事務局の方に

メールでかまいませんのでお寄せいただきたいと思います。 
 それを踏まえて今ある政策提言にとれだけ手を加えなければいけないのか、もしくは、

必ずしも大きく手を加えることなく、若干の補足的なものを入れればいいのかを踏まえて

事務局で方針案を作成の上、最終的にお諮りして最終回にご議論、御了解いただくという

ように考えております。また別途事務的なご連絡を申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 
 
座長：そういうスケジュールでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。少

し時間が余ったようですが本日は以上です。 
ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。 
（終了） 
 


