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「ひとつの時代が終わり、新しい時代が始まる。」昨年のニ

ューズレターの冒頭のご挨拶で述べた言葉です。「就学」生

が「留学」生となった年でしたし、日振協が行う日本語学校

の審査・認定事業が行政刷新会議ワーキンググループの事業

仕分けにかけられ、廃止が宣言された年だったからです。在

留資格「就学」が誕生したのは1990年でしたから、それから

ちょうど20年、つまり就学生は成人して留学生となったわけ

です。日振協による審査・認定事業が始まったのも1989年で

すから、こちらも約20年を経て新しいシステムが作られると

いったところかもしれません。新しいシステム作りの検討を

行っている「高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日

本語教育に関する検討会議」には日本語学校関係者も多数加

わっており、現実に即した新しい基準なりシステムなりが出

来上がることを期待しています。応募者が減少気味であると

の不安はありましたが、本年は日本語学校にとっての新しい

時代に向かっての船出の年のはずだったのです。

しかし3月11日に文字通りの激震が日本を襲いました。東京

で感じた揺れも凄まじく、これまで遭遇した地震とは全く違

いました。その後、東北地方を襲った津波の悲惨な映像がニ

ュースで何度も流されました。そして福島の原発事故につい

ても報じられました。海外の保護者達がこの報道を目にし、

耳にすれば、留学生達にすぐ帰国するように指示するのも頷

けます。この事態に危機感を感じた一部の日本語学校関係者

やネットワークの幹事は、週末明けの14日に緊急対策会議を

開催しました。集まった皆さんは口々に「大変なことにな

る」と不安を隠しきれない様子でした。この会議が発端と

なって後に「震災復興支援日本語学校協議会」が発足しま

すが、同協議会の目的は「震災や原発事故により遠のいた

留学生を再び日本に呼び戻すことを目的とした様々な活動

を行う」ことで、8人の世話人が本年12月までと期間を限

って活動を行うことにしています。世話人のうちの5人は

ネットワークの幹事で占められており、3.11以降のネット

ワーク活動は「震災復興支援日本語学校協議会」の活動と

して行われました。入管局へ7月学期生の申請締め切り延

長と4月学期入学生の在留資格認定書の有効期間の延長を

請願、民主党へ「東日本大震災と福島第一原発事故を受け

て帰国した外国人留学生の呼び戻しに関する要望書」を提

出、文部科学省に対し、震災により帰国した外国人留学生

の呼び戻し策の検討を要請、日本記者クラブでの記者会

見、被災地復興支援のための日本語学校生ボランティア部

隊を結成し、石巻市にて被災地ボランティア活動を実施、

鈴木寛文部科学省副大臣に対して、震災により帰国した外

国人留学生の呼び戻し策の実施を陳情等々、色々と行いま

した。しかし事態の好転は全く見えず、日本語学校の在籍

生や応募者は激減しています。日本語学校各々が現状打開

への最大限の努力を払っていることは承知しております

が、この困難を打破するためには日本語学校全体の連携や

団結が必要とされているのではないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　日本語学校ネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　　会長　大日向　和知夫

会長挨拶
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    6月  ネットワーク（以下NetWk)幹事会、フェア実行委員会開催
    6月  行政刷新会議ワーキンググループの仕分け結果を踏まえた勉強会を開催 
    6月　  財）入管教会へ本年度フェアの後援および相談室開設を依頼　　　  
  ７月　  平成２１年度年度末総会開催
   コメンテーターとして佐藤　修氏（（財）入管協会専務理事）をお招きし、
    留就一本化による変更点のポイントおよび事業仕分けﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟにより廃止と結論づけられた
  審査・証明事業に対する法務省の対応についてご講演いただく
　8月 　 エスモードジャパンの石川氏を招き、経済産業省が審査し法務省告示となった株式会社立の教育機関が
  認められた経緯と方法を伺う
    9月　  日振協佐藤理事長らとともにJR東日本の新井副社長を訪問し、通学定期券の学割適用を陳情。
  10月  　本NetWkが後援するRJC主催の「あすの日本語教育と留学生政策を考える」が開催される。
  10月　  第十二回語学留学生の祭典開催
　　　   入管協会よりご提供いただいた「入管協会賞」をTシャツデザイン優秀者に授与
　　　  約4000人の参加者を集め、成功裏に終了。
  12月　  語学留学生の祭典実行委員会忘年会
   1月　   本NetWkが後援するRJC主催の「留学生政策を考える公開セミナー」が開催される。
   3月   　「高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検討会議」についての申し入れを
       文部科学省高等教育局に提出するための勉強会開催。
3月11日　東北・関東地方が東日本大震災に見舞われる
3月14日　本NetWk幹事を中心にNetWk会員以外の学校を含めた「東北地方太平洋沖地震に対応する緊急会議」を開催。
3月15日    上記会議の決議を受け、7月学期生の申請締め切り延長の要望書の連名希望者の募集を開始、
   この活動は全国各種学校日本語学校協議会（全各日協）はじめ本NetWk会員以外の方とも連携した。
3月18日　「7月学期生の申請締め切り延長と4月学期入学生の在留資格認定書の有効期間の延長の請願書」を
   東京入管留学審査部門能登主席に提出。
     4月　  本NetWk幹事と全各日協の幹部が震災対策会議を行い、それぞれの執行部のメンバー一部が加わり
 「震災復興支援日本語学校協議会」を時限的（本年12月まで）に発足させる。
　4月　 「震災復興支援日本語学校協議会」の活動の一環として日本語学校NetWkと全各日協が連名で「東日本大震災と 
  福島第一原発事故を受けて帰国した外国人留学生の呼び戻しに関する要望書」を民主党企業団体対策委員長 
   である山根隆治衆議院議員に提出。
    4月　    第十三回語学留学生の祭典のフェア実行委員会開催
    4月　 「震災復興支援日本語学校協議会」が10月学期申請の締切の延期を請願運動を開始したが、その後入管局の
  自主的な判断により延期が決定したため請願を中止した。
    5月　   文部科学省高等教育局留学生課を訪問し、東日本大震災と福島第一原発事故を受けて帰国した外国人留学生を
  呼び戻すための様々な施策を実施するよう陳情。
　5月　 「震災復興支援日本語学校協議会」の堀道夫代表世話人が日本記者クラブで同協議会の発足の発表と東日本大 
   震災と福島第一原発事故を受けて帰国した外国人留学生を呼び戻す必要性を訴えるために記者会見を実施。
　5月　 「震災復興支援日本語学校協議会」が被災地復興支援日本語学校生ボランティアを募集し、石巻市に派遣。
  東京地区の日本語学校から147名、仙台地区から26名が参加した。
　6月　   日本語学校ネットワーク会長と全国各種学校日本語学校協議会代表が鈴木寛文部科学省副大臣を訪問し、
  大震災と福島第一原発事故を受け帰国した外国人留学生を呼び戻すための様々な施策を実施するよう陳情。
    6月　  本NetWkが後援するRJC主催の公開セミナー「原発被害と損害賠償」が開催される。
    7月　  平成２２年度年度末総会開催予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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収入 支出

前年度繰越金 ¥273,635 通信費 ¥42,000

会費収入 ¥84,000 会議費 ¥5,750

預金利息 ¥84 総会、講演会費用 ¥37,800

次期繰越金 ¥303,169

収入合計 ¥388,719 支出合計 ¥388,719
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‘10年度ネットワーク決算報告

６月２３日、２４日に新しいメンバーによる評議員懇談会、評議委員会が開かれた。
私も含め６名が入れ替わったので昨年までとはずいぶんと雰囲気の違ったものになったようだ。維持会員

協議会に提出された、決算と事業報告がなされた後は、風評被害に対する賠償の件、仕分け以来、宙ぶらり
んになっている１３校の新しい日本語学校を準会員として受け入れたいとする（今回は実施しないこととな
る）議題が出された。

現在もなお国の政策決定待ちの姿勢を崩さない日振協だが、学校数増等の結果、生徒数が５～１０人程
の学校が澤山でてきており、またぞろ主任教員不在の学校や校舎は自己所有のはずが賃貸になっている新設
校があったりとおとなしく待っていればよいという状況ではないことは参加者の誰もが感じていたはずであ
る。さらには、会費の未納校が１００校近くあることが判明した。仕分け以来、それまでの反省と方針につ
いてのきちんとした論議がなされないままに、これまでどおり進もうとしている感のある日振協だが、震災
以後の生徒数の推移をみても日本語教育機関には残された時間はそう多くはないように思える。

できるところから、具体的な議論を始めたいと思う。
なぜ今日振協の目指すべきは公益法人なのか。なぜ認可団体と業界団体とを分離できないのか。なぜ業界

団体へ移行できないのか。なぜ仕分けを受けた日振協、理事長の責任追及がなされないのか。なぜ、業界の
代表をいれた審議会のような諮問機関を造り、学校数増を止めなかったのか。５～１０人の学校が増えてい
る現状でどう質の保証をするというのか。。。。　　

ユニタス日本語学校

上田　一彦

東京地区選出評議員より
６月の評議員会報告

本年6月より東京地区選出の新評議員に就任し
た上田一彦先生より、評議員懇談会、評議委員
会に参加したご報告を下記の通り頂きました。
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第１２回日本語学校語学留学生の祭典

　毎年恒例のイベント「進学・就職・国際交流フェア」が
昨年10月池袋サンシャインシティ文化会館にて開催されま
した。進学コーナーでは約100校の大学・専門学校が参加
し、進学を目前に控えた学生が日本語で真剣に相談し、ネ
イルアートやグラフィックゲームなどの特設会場で授業体
験をしていました。就職コーナーでは有名企業の採用担当
者と学生が実際に面接を行ったり、日本語学校から日本企
業へ直接就職する事例などを相談ブースで紹介しました。
その中で採用に至ったケースも有るほどです。

  国際交流のステージでは年々とパフォーマンス精度が向
上し、和太鼓や三味線など日本の伝統文化を身近に体験出
来る素晴らしい舞台となっていました。また、昨年からは
祭典の運営において、より日本語学校の現場で活躍する教
職員からの意見を取り入れるため、新たに学校委員会を設
置しました。学生参加型のプログラムとしては、着物ファ
ッションショー、腕相撲大会に加え、「Tシャツデザイン
コンテスト」、「通訳ボランティア」を発案・実行しまし
た。デザイン優秀者の作品は、今年の祭典Tシャツにプリ
ントされ皆様に大々的に披露されますので楽しみにお待ち
下さい。

→→→→→次回日本語学校の祭典に向けて
 今年の語学留学生の祭典は、１０月２５日（火）に　
開催が決定しています（会場は池袋サンシャインシティ
文化会館ですが、昨年と異なり2階の大会場です）。大
震災後の大変厳しい状況だからこそ、本祭典の意義をも
う一度考え直し開催決定に至った次第です。日本語学校
に通う学生だけでなく、我々教職員も心から楽しめるビ
ッグイベントにしようと知恵を寄せ集めています。
 
 今年の学校委員会では、日本の復興をテーマに新たな
企画の発案が多数あります。FacebookやTwitterなどを
活用し学生のメッセージをリアルタイムに世界へ発信す
ること、3.11の体験を通しての留学生作文や、震災復興
ボランティア体験談の展示など。また、明るく楽しく気
軽に参加できるプログラムとしては、最近の若い留学生
に大人気のアニメをステージ上で発表し日本のポップカ
ルチャーを表現する「日本語学校アニソン・コスプレコ
ンテスト」などもあります。例年以上に活気溢れるイベ
ントで語学留学生の期待に応えられるよう努力していき
ますので、今まで参加された学校もまだこれからという
学校もより多くの参加校をお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　祭典学校委員会

‘10年語学留学生の祭典収支報告

留学フェア ’10 ＆’11                                                                                                           
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摘　　　要 金　　額
参 加 費 日本語学校 820,000

専門学校、大学 3,000,000
企　　　　業 730,000
懇親会参加費 120,000

広告掲載費 639,000
合　　　計 5,309,000

　 

摘　　　要 金　　額
会　　場 会　場　費 1,312,395

会場設営・保険料 1,541,080
国際交流部門費 音響機材・パンフ作成、イベント費用等 1,750,000

飲食費 昼食費用、懇親会、反省会 345,051
事務所経費 印刷、通信費等 72,562

広報費 50,000
雑費 3,570

エルエスアイアジア奨学会 日本語学校ネットワーク冠奨学金 120,000

次期繰越金 114,342

合　　計 5,309,000

収入の部 支出の部
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日本語学校留学生被災地　
ボランティア活動

　震災復興支援日本語学校協議会では、被災地ボランデ
ィア活動をしたいという多くの日本語学校留学生の声を
耳にし、その活動を支援するために日本語学校留学生が
一体となって参加できる宮城県石巻市での被災地ボラン
ティア活動を企画した。参加者を広く日本語学校に向け
て募集したところ予想以上の参加者希望者が集まり、当
初バス２台で100名を予定していたが、急遽バスを増や
し16校より147名が参加した。また仙台の２校からも26
名が現地で合流して参加した。

　今回の日本語学校留学生ボランティア隊の企画では、
学生が参加しやすいように日程と費用の点を考慮した。
被災地ボランティアは一般に２～３泊以上で、学校の授
業やアルバイトがある留学生にはスケジュールの面から
参加が難しい。また交通費・装備（スコップ、長靴、土嚢な
ど）・食事・手洗い用の水などすべてを自前で準備して持
って行かなければならず、費用の面でも学生達にとっては
ハードルが高い。今回はなるべく安くまとめて買い揃える
ための人力を提供してくれた学校もあり、１名当たり１万
円に経費をおさえられた。その上で日本語学校に、費用の
７割程度の支援をお願いした。詳細は各校の裁量にまか
せたが、中には全額支援した学校もあったとのことだ。　
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またボランティア隊長、堀道夫震災復興支援日本語学
校協議会の代表世話人をはじめとし、ユニタス日本語学
校の上田校長、赤門会日本語学校の新井理事長、および
仙台ランゲージスクールの泉岡校長、仙台イングリッシュ
センター日本語科の結城校長が随行し、その他数校から
参加してくれた職員２名が各バスに同乗した。

5月26日（木）
 22:00 新宿すばるビル前　集合    
 22:30    新宿すばるビル前　出発    

5月27日（金）
 6：00　 東北自動車道　泉パーキング到着　  
  仙台の学校グループと合流
6  ：00～7：00　   バス内で朝食
 7:00    矢本パーキングエリア到着
　　　　　　 堀道夫代表挨拶、参加者全員記念撮影
 8:30    災害ボランティアセンター到着　
  （石巻専修大学キャンパス内）
8：30～9：30　 ボランティア活動についての説明、作業場所 
  指示、グループ分け
10：00～12：00 作業（汚泥等の除去及び家屋の清掃）
12：00～13：00 昼食
13:00～15：00　  ボランティア作業（同上）
15:00～15：30   指導員の指示に従い後片付け
16：00～17：00　 入浴（ホテル松島大観荘）  
 17:00      現地出発（帰京）
17：30～18：30　 夕食（バス内）
 23:00      新宿すばるビル前到着　解散

　今回の日本語学校留学生被災地ボランティア隊は、外
国人留学生による大規模な被災地ボランティア活動とし
て世間の注目を集め、震災や福島原発事故で多くが日本
から逃げ出したと報道されていた外国人学生が、日本の
復興のために頑張ってくれたという印象を与えるのに役
立てたと思う。参加した学生達にとっては、自分達ができ
た作業量はわずかでも、被災地を自分の目で見て、その
復興に関われたという点では、このボランティア活動が彼
らの留学生活の中で非常に貴重な体験となりえたと思わ
れる。その意味で今後もこのボランティア活動を続ける意
義は大きいが、ボランティアセンターの受け入れ体制が
十分とは言い難く、今回の形では準備に係ったり、随行し
たスタッフの負担が大きすぎるので、既存のボランティア
団体と提携するなどの新たな体制を検討していく必要が
ある。

　　　　　　　　震災復興支援日本語学校協議会　　
　　　　　　       世話人　永井　早希子
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特別寄稿

原発事故の                  
「風評被害」と                 
日本語学校

移民開発機構
石原進

　「風評被害」という言葉を辞書で引くと、「根拠のない噂のために受け
る被害。特に、事件や事故が発生した際に、不適切な報道がなされたた
めに、本来は無関係であるはずの人々や団体までもが損害を受けるこ
と」とある。福島第一原発の事故に関しても、この言葉が新聞やテレビ
でしばしば使われた。

　原発事故の被害の範囲を決める政府の原子力損害賠償紛争審査会
でも、「風評被害」をどのように位置づけるか、が大きな論点の一つとな
った。「風評被害」について、紛争審査会は「報道等により広く知らされ
た事実によって、商品又はサービスに関する放射線物質による汚染の
危険性を懸念し、消費者又は取引先が当該商品又はサービスの買い
控え、取引停止等を行ったために生じた被害を意味するものとする」と
規定した。問題は、原発事故とどのような因果関係があるか、だ。

　紛争審査会の議論の中で委員が日本語学校に直接言及することは
なかったが、大学などの外国人留学生の退学、入学辞退については、ま
さに「風評被害」という範疇で議論がなされた。留学生の退学、入学辞
退の原因が果たして原発事故によるものかどうか。巨大地震やその後
の余震に恐れをなして帰国した留学生もいるはずだ。

　賠償の対象となる「風評被害の一般的な基準」について、紛争審査会
は「論点整理」では「事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念
し、敬遠したくなる心理が、平均的・一般的な人を基準として合理性を
有していると認められる場合とする」と記した。紛争審査会が7月下旬に
まとめる「中間指針」にも、このような内容が盛られるものとみられる。

　紛争審査会が委嘱した専門委員による「大学等・専修学校・各種学
校における留学生の状況」のまとめ（抽出調査）では、東日本大震災後
の学生数の前年度比は、大学99・１％、専修学校83・２％、各種学校68
・７％。うち原発事故を入学辞退の理由とする学生は大学44・９％、専
門・各種学校76・２％、原発事故を退学の理由とした学生は大学43・0
％、専門・各種学校38・４％だった。

　一方、日本語学校を対象にした日本語教育振興協会の調査による
と、退学した学生は全体の8・0％（２０６９人）、入学を辞退した学生
は15・７％（２１３８人）だった。

　この論点整理の「理屈」と調査による「数字」を日本語学校のそれぞ
れのケースに置き換えて考えてみよう。そうすれば、おのずから「日本語
学校の風評被害」のあり方が見えてくるはずだ。


