
 　皆さん、こんにちは。Shizuoka Speaksの最後のエピソードへようこそ。このポッド
キャストの司会を務めてさせていだだきます、ソーニャ・ポールです。このシリーズを
通して、日本の静岡県静岡市での言語学習や生活の経験について、生徒たちや教師の
方々とお話し、様々なトピックについて取り上げてきました。例えば、日本の公立学校
の生活について、日本で外国人生徒として生活することについて、また、日本の公立学
校に他の文化を持ち込むということは、一体どのようなことなのか。そして日本人教師
が仕事として直面する問題について、などです。

　その他にも、日本語や英語の学習方法や、アジア人と西欧諸国の人の学習のスタイル
の違い、といったトピックについても取り扱いました。

　そしてもちろん、このシリーズのすべてを通して、日本についてたくさん発見するこ
とができました。文化や人間関係、そして英語教育などの様々なレベルで日本を他のア
ジア諸国と比較したりもしました。また、英語や外国人、日本の外側の世界などに対し
て日本人が持つ態度についても学びました。

　今日は、最後のエピソードということで、これらの様々なトピックのすべてをまとめ
てみたいと思います。今、知っていることをふまえて、この国の将来がどのようなもの
になるのか。そして日本に対する外国人の意見に注意を払うことが重要なのはなぜ
か。・・・そして海外在住の日本人はどのように思っているのか。

----

　24歳の琴美さんは以前に、彼女の世代が日本の「希望のない世代」である、と表現
しました。彼女が生まれてからの間ほとんどずっと、日本は経済的不況にあります。政
治はなかなか変わろうとしません。そしてこれが、日本人の国民としての魂に影響を与
えているのだ、と。

----

　それは彼女の世代のことでした。では次の世代はどうでしょう？

----
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琴美：今の日本で、お金持ちの人と貧乏な人の差は・・・。そうですね、お金持ちはと
ても裕福ですが、貧しい人はとても貧しいです。また、日本に生まれる子供の数もとて
も減ってきていますので、たとえば、お金持ちな親は子供にピアノやバレエなど、たく
さんの習い事に、子供にお金をかけていますね・・・。

----

　日本の経済は、ここ二十年近くもの間、不景気なままです。そして、階層が異なれ
ば、受ける影響も異なっています。琴美さんが言っていた通り、経済的になんとか大丈
夫な家族もあれば、裕福な家族もあります。そしてほとんどの家族が少人数であるた
め、日本人は子供にお金をかけています。スポーツから勉強まで、あらゆる種類のレッ
スンにお金を費やしています。例えば、塾や予備校に行くのは学生にとっては普通のこ
とになっています。塾や予備校とは、要するに科目ごとにもっと集中的に学習すること
のできるセカンドスクールのようなものです。英会話 、つまり英語の会話を教える学
校も普及しています。これらの学校は大人から幼児まで、すべての人が対象になってい
ますが、誰でもそういった「余計な」な支出ができる余裕があるわけではありません。

----

琴美：そう、だから今の18歳以下の世代では、貧富の差は大きいですね。もちろん、
家庭にもよるんでしょうが・・・。でも以前は、私の世代では、あまり差はありません
でした。経済的に標準だったというか。そうですね、それが今は違いますね・・・。だ
から裕福な家庭の子供の場合は、それほど希望がないわけではないですね。親が子供を
保護することができますから。でも、貧しい家庭の子供はたぶん・・・ちょっと希望が
ないというか・・・。子供って親と同じような生活をする傾向がありますからね。大変
ですよね。

----

日本が抱えている社会的な問題の一つは、人口の規模です。これは国の経済に影響を与
える社会的な問題です。日本は高齢化社会です。政府は家庭ごとの人口を増やすことを
目的として、家庭内の子供の数に応じて補助金を提供したりするなどしていますが、そ
れでも人口は減少していっています。
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　日本のこの問題を解消するために日本への移民をもっと受け入れることが、議論の一
つとなっています。歴史的にも、日本の移民に対し、厳しい規制があります。しかし、
政府の新しい取り組みを見てみますと、日本はこの問題を違った角度から見始めている
ようです・・・。

----

琴美：日本は変化してきていると思います。日本の大学、特に私立の大学では外国人生
徒を歓迎しています。

----

　琴美さんが言っているのは、「Global 30 Project／グローバル30プロジェクト」とい
う、日本にある30の大学を「internationalize／国際化」させる目的に作られた、最近の
政府の取り組みのことです。英語のみで行われる講座を拡大させたり、国際的な生徒を
日本へ来るよう募集したりなどが、この取り組みの一部になっています。現在のとこ
ろ、13の大学がこのプロジェクトに参加しており、最終的には名前が示している通り
30の大学に拡大される予定です。

　そうなりますと、静岡市にある国際ことば学院のような日本語学校は、外国人留学生
が日本の大学に入学するための準備学校、語学学校としての役割を務めることになるで
しょう。この学校に通う生徒のほとんどは、さらに上の教育を受けることを望んでいま
すので。

　このような留学生が高等な教育で良い結果を出すためには、日本語を知っていること
は必要不可欠なように思われます。しかし実際に言語を習得することは、要点から外れ
ている、という袴田先生のような教師の方々もいらっしゃいます。

----

袴田：・・・そうですね、・・日本にいる学生や若者は少ないですね・・・ですか
ら・・・日本社会が必要としているのは、日本社会を支える手助けとなってくれる、多
くの外国人の若者に日本に来てもらうことなんです。だから日本人は、一緒に住んでく
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れるネイティブでない外国人を受け入れるべきなんです。もし、彼らが日本語を完璧に
理解できないとしてもです。

----

　たしかに、日本語と英語のどちらにおいても、日本語で言語学習するというのは、言
葉を話せるようになる、ということよりももっと意味があることです。

　日本語を学習している外国人留学生にとっては、日本語を知ることにより、もっと良
い仕事につくための入り口が開かれます。しかし、彼らが単に日本に存在していること
そのものが、日本が開かれた国になる入り口となるのです・・・。

----

ソーニャ：先生が外国人留学生に言いたい、最も重要なアドバイスは何ですか？

袴田：留学生の方には、世界の他の場所で何が起こっているのかに気づくよう、日本社
会に教えてあげてほしいですね。日本人が見ているのは、アメリカやヨーロッパばかり
で、世界の他の小さな部分に目を向けていません。おそらく、私たち日本人は発展途上
の場所にはあまり興味を持っていないのでしょう。だから、留学生の方には、日本社会
を変化させて、他の弱くて貧しい地域にも目を向け、そのような場所に住んでいる人達
のために何かの行動をとることができるようになるよう、手助けをして欲しいです。

ソーニャ：日本社会がもっとそのように考えるように変化していっている、とは思われ
ますか？

袴田：私たちの学校の周辺では、変化した人もいます。例えば、お金も時間もあるけ
ど、子供のいない人たちで、ここの留学生たちと友達になりたいと思う方もいます。そ
してそのような方の中には、ご自分の仕事やビジネスをするため、留学生の出身の国に
行った人もいます。だから私は、多くの日本人に、いつもお金や快楽よりももっと大事
な何かもあるんだ、ということに気づいて欲しいのです。

----
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ソーニャ：では、教育や異文化について、最後に他になにか言いたいことはありません
か。今まで私たちが話さなかったことで、どうしても他の人たちに知ってもらいたいこ
とはありますか？

袴田：私たちの学校は、日本の政府からまったく支援を受けていません。もし日本政府
が私たちを援助してくれたら・・・もっと留学生をサポートできるようになるのです
が・・・。彼らの生活は特に経済的な面でとても大変です。政府や日本社会が留学生を
受け入れてくれて、自分達の社会の中で彼ら留学生を育ててくれたら、と思います。私
たちが自分自身の国に戻ったとしても、お互いに結びつくことはできますから・・・。

----

　ここで、袴田先生が強調しようとしているのは、もし留学生が日本を離れる時があっ
たとしても、彼らと日本や日本人の間に結ばれた絆は存在し続ける、ということです。

袴田：これが一つ目でしたが、二つ目は、日本人の意識について話したいと思います。
日本人には、日本の人口がどんどん少なくなってきていることに気がついて欲しいで
す。そして、私には理解ができないことですが、今では日本の若者が外国に行きたがっ
ていない、ということ人から聞きました。でも、中国人の若い留学生を見てください。
彼らはみんな高い志をもっていて、とっても元気で、絶対にあきらめようとはしない
じゃないですか。ひたすら前に進もうとしています。だから日本の若者は―――私たち
は負けますね。彼らの勝ちです。そして、もし私たちが彼らのパワーを日本社会に受け
止めることができたら・・・。逆に、もし私たちが彼らの元気を日本社会に受け入れる
ことができないとしたら、私たちは前進できません。上に、上にと登っていく事は不可
能でしょう・・・。

----

日本は他の国々との結びつきを強めるために、自国の言葉 をつかっています。それと
同時に、英語学習は日本にとって、国際舞台に参加し続けるための国家戦略となってい
ます。ここで再び、琴美さんです。

琴美：ご存知の通り、他にも今では社内で英語の授業をし始めた日本の会社もありま
す。日本の経済の景気は悪化しているため、他のアジア諸国にマーケットが移動して
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いっています。だから、たとえ工場の従業員であっても、英語や他の言葉で話さなけれ
ばいけない場合もあります。

----

　2010年、日本の最大手企業の中の二つの企業、楽天株式会社と株式会社 ファースト
リテイリング (人気の洋服のチェーン店ユニクロの運営会社) が、2012年からは社内の
公用語を英語にすると発表しました。そして今年2011年4月から、史上で初めてのこ
ととして、小学校の5、６年生の英語教育が義務化されました。小学校５、６年生の生
徒は、毎週「外国語活動」に参加します。「外国語活動」とは、英語では「Foreign 
Language Activities」のことで、別の言い方をすれば、英語をつかってアクティビ
ティーを行う、ということです。過去数年に渡り、何らかの英語教育を行っていた小学
校もありますが、教育内容は学校によって、また教師によってもとても違っていまし
た。政府が小学校での英語教育を管理するのは、これが初めてのことです。

　日本の小学校で外国語活動を行う、と決定されたことにより、自分には英語を教える
能力がないと感じ、ひどくストレスを感じている教師もいます。特に、学校を卒業して
から英語をつかったことのない教師が多いためです。しかし小学校の外国語活動の焦点
は、文法を教えることにありません。異なる文化に対する生徒の目を開き、ポジティブ
な考え方で外国語でコミュニケーションをとる、という考えを紹介することにありま
す。英語、日本語 のどちらででも、日本人がコミュニケーションが簡単に、そして上
手にとれるようになることが期待されています。

　しかしながら、他にも問題はあります。以前のエピソードから分かっていることです
が、日本で英語によるコミュニケーションを考える時の「理想モデル」というものが、
西欧諸国から来ていることです。日本には、日本人の英語教師と共同指導を行っている
ALT (Assistant Language Teachers／外国語指導助手) を招待するシステムがありま
す。しかしその一方で、ALTになるための必要条件の一つが、英語の「ネイティブ・ス
ピーカー」であること、となっているケースがよくあるのです。・・・英語を第二言語
として話す国の方が多い点を考えると、その必要条件は、グローバル化した世界でコ
ミュニケーションをとることのできる国民を育成するという核心とはほとんど正反対の
ように見えます。
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琴美：そうですね、それはとても難しいテーマですね・・・。もちろん、それぞれの国
には特有のアクセントがありますし、私の英語ももちろん、日本語かフィリピン語アク
セントがあると思います。でも、私の英語、理解できますよね？私たちが一緒に会話を
することも・・・。

今、この世界のほとんどの人が、英語を話すことができます。ね！だから、本当にネイ
ティブ・スピーカーの人だけでなく、・・・他の文化の人も迎え入れるべきなのではな
いでしょうか・・・。日本の教育委員会が日本における英語学習問題を解決し始めまし
た。そして当然ですが、まずカナダやイギリス、アメリカやオーストラリアといった英
語のネイティブの国から (ALTを) 迎え入れました・・・でも・・・私の意見として
は、アジアの人も本当はもっと受け入れるべきだと思うのです。特に若い人に、日本人
に英語を教えるために・・・。

 もし若者が旅行をしなかったら、・・・他の文化に触れることってできませんよね？
他の文化の人たちとコミュニケーションすることができません。そうですよね！だから
こそ、小・中学校レベルでもっと他の国の人たちとコミュニケーションをする必要があ
ると思います。だからALTは小中学校で外国の人たちとコミュニケーションをとるため
の、キーポイントになるんです。そうですよね！もったいない、ALT！

----
　
　再度の説明になりますが、「mottainai／もったいない」というのは「無駄にしない
で」という意味です。

　現時点で、世界の中で英語を話す人の内、たったの4分の1の人だけが英語のネイ
ティブ・スピーカーなのです。英語を話す人の内、4分の3の人は、英語を母語ではな
い言語として話しています。そのため、日本人は、自分たちと同じ様に、英語を第二言
語または第三言語として学習した人たちと、英語を話す機会の方が多いのです。それに
は、まったく違うタイプの英語教育が必要になります。

　昨年の8月にドイツの会議に出席した際に、琴美さんご自身でも経験されました。
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----

琴美：・・・そのとき、参加者ってみんな、世界中から来てるじゃないですか。アフリ
カやアジア・太平洋地域、アメリカにヨーロッパ・・・だから私、自分の英語もちょっ
と変えたりしました。話す人によって、ということなんですが。例えば、インドネシア
人やフィリピン人と話す時は、私のアクセントを少し変えます。でも、あなたのような
カナダ人やアメリカ人と話す時は、また別のアクセントで話します・・・。私たちは本
当に、変化しなければならないのです。状況に合わせて変化するっていうんでしょう
か。みんなのアクセントや文化？例えば、インド人のアクセントはとても、上がったり
下がったりしますよね。だからたまに、とても理解するのが難しいことがあります。で
も大事なことは、みんなとコミュニケーションをとることなんです。だって、みんなが
私の目の前にいるんですから。また、私がフィリピンにいたときは、村の人たちとのコ
ミュニケーションが必要でした。マイクロ水力発電プラント事業を維持するために、学
校で環境教育を行わなければいけませんでした。もし、私が英語をネイティブ風に話し
たとしたら、現地の人にはよく理解してもらえません。それって悲しいですよね！だか
ら私は、「英語を、ちゃんと話さなきゃ。ネイティブの人みたいに！」という思い込み
をそこで捨てました。その後、とても気分が楽になりました。そうです。とっても気が
楽になったんです！

----

　日本は取り組みとして、もっと他の国に対しオープンになって、国民にも英語を学ぶ
よう働きかけてはいますが、今もなお、他のアジアの国でビジネスをするには日本語は
便利な言語です。例えば、インドなど。こちらはデリー出身のマンシーさんです。

ソーニャ：インドでは日本語を話せる人に対して、たいへんな需要があると言っていま
したね？

マンシー：はい、ありますね。

ソーニャ：では、日本の会社がそんなにたくさんあるということですか？

マンシー：多いですね。
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ソーニャ：どんな種類の会社がありますか？

マンシー：インドには、たくさんの種類の会社があります。例えば・・・つまり、IT産
業があって、もちろん自動車産業、そして電話会社もあります。・・・電気通信の会社
や、広告会社だってありますし、他にも医学研究をベースにした会社など、ありとあら
ゆる種類の会社がありますよ。

ソーニャ：もし日本企業と関係を持ちたい場合は、日本語を覚えなければならない、と
知った時、興味深いことだと思いましたか？

マンシー：・・・はい。

ソーニャ：それに対して、日本人は他の国の人たちと交流するために、英語を覚えない
といけないですよね。

マンシー：とても良いことだと思います。もし日本企業がそこになければ、私が学習し
たことがすべて、無駄になってしまって、給料がもらえないかもしれませんからね。だ
からはい、良いことだと思いますよ。でも、本当に、日本人は英語を勉強する必要があ
りますね。だって、・・・日本人が自分の殻から出る必要があると思うんです・・・。
もし日本が大々的に国際的な道を行こうとするんだったら、絶対、日本人は英語を覚え
ないといけませんね。いつも通訳者を間に使い続けるわけにはいきませんよ。私が言い
たいのはですね、時々だったらいいってことなんですよ。でも英語の話し方を知らない
人がほとんどですよね。それが逆でないといけないと思うんです。でも別のレベルのこ
とも考えています。――日本人が生き残った、という事実ですね。そして、あのような
地球上でも大きな国家になった。しかも自分たちの言葉しか話さないですよ。また、実
際に私みたいな人たちに、 日本語を覚えたい！と思わせるようなことを日本人はやり
遂げたんですよ。・・・そうでなければ、日本語を本当に習いたい、なんて人はいな
かったでしょうね。日本人が未だに日本語をつかっていることも、良いことだとおもい
ます。日本人は文字を変えなかった。私たちはみんな、変えてしまったのに。だから、
その事実が日本を特別なものにしているんです。ただ、日本人が英語を覚えない限り、
どこかとても複雑になる場合もあるので、英語を話さないことは日本人にとって問題や
限界になってしまうと、私は思うんです。
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　別の言語を学習したい人に対して、マンシーさんご自身からのアドバイスがありま
す。まず、言葉を越えた向こうにある、何か学べることを見なければならない、という
ことです。

----

マンシー：ある言葉を勉強し始めた場合、その国に滞在することができたら、それがベ
ストだと私は思います。英語については、そうは思いません。だって、英語は、私の国
では第二のネイティブ言語のようになっていますから。だから英語を学習するためには
イギリスに行かないといけない、とは思いません。私にはそうしないといけない理由が
わかりません。でも、私が言いたいのは、単に言語そのものについてなのです。言語は
文化を伴うものです。言語と文化を分断することはできない、というのが私が感じると
ころです。なぜなら、言語は単純に話すということだけではないからです。言語とは、
コミュニケーションの手段なのです。そして表現するための方法なのです。だから、現
地に行って、 言葉や文化に触れて、帰ってくることは、とてもいいアイディアだと思い
ます。たとえ目的地がどこであったとしても。

----

　確かに、(言葉や文化に) 触れることが手がかりになるでしょう。・・・そして、日本
人が、国内か海外のどちらの方からもっと、その感触を得ることができるのかは、分か
りません。しかし、それが若者ですら感じていることなのです・・・このシリーズの最
初のエピソードに出てきた、ジョギ君のように。

----

丞治：もし僕がいろいろな言語を話すことができたら、外国に行ったときに多くの人た
ちと話すことができます。・・・それは僕にとってプラスになることですし、友達をた
くさん作ることもできます。だから・・・楽しんでやっています。

----

丞治さんを始め、このシリーズに貢献してくださったすべてのゲストの方々、奈津美さ
ん、琴美さん、スーザンさん、袴田先生、小林先生、西貝先生、リアさん、ファンさ
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ん、そしてマンシーさん、皆さん本当にありがとうございました。Shizuoka Speaksの
ソーニャがお届けいたしました。お聴きくださった皆様、本当にありがとうございまし
た。
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