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ＲＥＸ−ＮＥＴ 立ち上げ総会開催
去る６月６日（金）あの懐かしの東京外国語大学
留学生日本語教育センターに於いてＲＥＸ−ＮＥＴ
立ち上げ総会が開催されました。
当日の出席者は永井宏明（４期）、岸 章浩（８期）、
栗栖 裕（１０期）、橋本 恵（１０期）、渡辺 希
（１０期）、菅原喜一（８期）、斉藤 潤（１０期）、
津田和男（ＵＮＩＳ）以上８名 （敬称略）。
会議では立ち上げ準備の経過報告とネットワーク
設立提案並びに協議がおこなわれ、出席者全員の賛
成を受けて来年の第一回総会開催に向けての活動を
始めていくことを確認しました。

その後４ヶ月の間に、立ち上げまとめ役となった
３名に、UNIS 日本語科教諭の津田和男氏を加えて、
ネットワーク構築の目的、名称、組織、活動内容に
ついて様々な角度から討議及び学習会を重ねてきま
した。

立ち上げ総会の様子

＜経過報告＞
今年２月７日（金）に東京外国語大学留学生日本
語教育センターに於いて「国際理解教育への展望―
REX 帰国教員ネットワーク構築に向けて」と題した
シンポジウムが開催されました。
当日は日本全国各地より REX 第 1 期から第 11 期
にいたる約 40 人の REX 帰国教員が一堂に集いまし
た。シンポジウムでは第 1 部でニューヨークでの
REX 受け入れ校、国連国際学校（UNIS）の日本語
教諭であり米国北東部日本語教師会会長の津田和男
氏、全国海外子女教育国際理解教育研究協議会事務
局長の生野康一氏、REX5 期豪州派遣の谷口隆夫氏
（大阪）、REX11 期豪州派遣の藤井一憲氏（山口）
の発表があり、第 2 部では国際文化フォーラム事務
局次長の中野佳代子氏をコメンテーターにお迎えし
て全体討論を行ないました。その席上、本来 REX
プログラムに謳われている「帰国後の活動」、つまり
現地での経験を日本の教育現場に活かすための場を、
ネットワークを確立して構築して行こうという結論
に達しました。その熱い思いを実際に具体的な活動
をするためのまとめ役として横浜派遣の永井（４期）、
岸（8 期）、栗栖（10 期）が名乗りを上げ、続いて
各県の代表者の方々も手を挙げて、満場一致で活動
を始めて行くことになりました。

＜議事録＞
総会では以下の方針が承認されました。
◎方針１
「外国教育施設日本語指導教員派遣事業」《REX
プログラム》の趣旨を踏まえ、派遣教員が帰国後、
日本語教育、外国語教育、国際教育の分野を中心に、
わが国の教育に資する諸活動を行なうためのネット
ワーク組織を構築し、維持・運営する。
先日送付致しましたまとめ役便りにもある通り、
私たちの活動の柱として日本語教育、外国語教育、
国際教育の分野を中心に活動を進めることを方針と
しました。また名称も広く、また一目でその活動の
内容を理解してもらえるように「国際教育活動ネッ
トワーク、英語名称として私達にとっては馴染み深
い REX の略称を採って REX-NET と選定しました。

◎方針２
方針 1 のネットワークは、NPO の形態をとって
維持・運営する。
活動母体としての組織についても、単に親睦会的
な集まりにせず、はっきりとした目的の下に公共性
のある活動をおこなっていくことを考え、責任の所
在を明確にし、より透明性の高い組織としての NPO
法人（特定非営利活動法人）を目指すことにしまし
た。
NPO法人化については２月７日の発起集会でも
話題に取り上げられ、各個人意見を分かれるところ
でしたが、まとめ役会では外部講師を招き学習会を
重ね、NPO法人化することで私達の活動に不利益と
なることはなく、むしろ有益であるという結論に至
りました。＊１
＊１

NPO法人学習会まとめ

NPO 法人化のメリット
●

契約の主体となることができる

●

所有の主体となることができる

●

個人より信用がある

●

海外で活動しやすい

●

助成金・補助金を受ける場合にも信用がある

● 情報が公開されることにより活動内容がクリア
になる
●

団体として法的なルールを持って活動できる

●

税制の支援を受けられる

NPO 法人化のデメリット
●

官公庁への届出の手間がかかる

●

課税対象となる

●

法人住民税がかかる

●

残余財産が戻ってこない

●

情報の公開をしなければならない

●

ルールにしたがった運営をしなければならない

●

若干行政の監督をうける

NPO 法人設立には定款の策定や事務所の設置、
理事会などの役員の選定をこれから早急に進めてい
かねばなりません。また NPO 法人申請をしてから
承認を得るのに半年程度の時間はかかるものと予測
されます。定款、会則の詳細についてもまとめ役会
で検討し策定していくことが承認されました。
定款、会則及び事業計画を第一回総会に先立って
ニュースレターでお知らせいたします。
会員数は現在REX帰国１期から１４期（今夏派遣
予定者）までの全ての方に呼びかけ、現在までに 114
名の参加申し込みをいただきました。＊２

*2 ６月２０日現在での参加申し込み人数
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２人

NPO 法人設立後はこのネットワークの目的とし
て REX-NET の主旨をご賛同いただける国内外の一
般市民に呼びかけるつもりでいます。ですからたと
え外国語科の教員でなくても、あるいは現在教職に
就いていらっしゃらなくても REX 帰国教員の皆様
には、ぜひ REX-NET の主旨、活動を十分にご理解
いただきまして、ご参加していただけるようお願い
いたします。
REX-NET は東京外国語大学の REX 関係の先生
方及び、文科省初め、国際文化フォーラム、国連国
際学校（UNIS）、全海研等多数の方々の賛同、支援
をいただいています。多くの方々にも会員、賛助団
体会員として構成していただけることが期待されま
す。

＜今後の方針＞
今後の方針としてNPO法人設立後、第一回総会が
開催されるまでの間は、まとめ役会で会員の申し込
み名簿の管理をしていきます。その後は去る２月の
発起集会で各県毎に代表として手を挙げていただい
た方を中心に会員を取りまとめていただき、各地域
毎に活動を始めてください。＊３

＜お願い＞
まだ各地域代表の方と連絡を取れていない方は、
本紙到着後、早急に連絡を取ってくださるようお願
い致します。代表の方は各地域ネットワークの掌握
をお願いいたします。お互いに情報を交換しながら、
全国的な活動としてまとめていきたいと思います。
地域活動のモデルとして、横浜のネットワークで
の取り組み「横浜プラン」を提案します。＊４
日本全国に広がるネットワークを一斉に動かすこ
とはなかなか困難な面もあると予想されますが、各
地域毎の小さいネットワークでなら、取り組みは比
較的容易なように考えられます。そして地域毎に異
なるアイディアを持ち寄ることで全国的な活動に繋
げることが可能だと考えています。来年の第一回総
会には多くの地域からアイディアを持って参加して
いただけることを期待しております。

＊３

各地区別代表者氏名

敬称略

北海道 渋谷 圭 （１１期）
岩手
瀬川 勝司 （７期）
宮城
柏 眞一郎 （６期）
山形
石井 亮
（２期）
福島
小室 広幸 （６期）
群馬
倅田 利行（１０期）
埼玉
斎藤 潤 （１０期）
神奈川 菅原 喜一 （８期）
新潟
渡辺 政寿（１０期）
富山
中野 徹生（１２期）中国派遣者対象
山下 徹
（２期）米国派遣者対象
山梨
小佐野 寛 （２期）
長野
伊東 昌徳 （７期）
岐阜
平野 弘
（２期）
静岡
杉山 緑
（２期）
三重
米川 浩子（１１期）
大阪
橋本 恵 （１０期）
兵庫

岩井

靖

（１期）

島根

渡部

正嗣

（５期）

岡山

田中

信男（１０期）

広島

宮本

昌明（１１期）高校教員対象

山本

陽子（１１期）中学校教員対象

高知

筒井

円

山口

藤井

一憲（１１期）

愛媛

畦田

祐二（１１期）

福岡

前田

雅仁（１１期）

鹿児島

西中間明弘（１１期）

横浜

永井

宏明

（４期）

北九州

高根

幸恵

（８期）

（８期）

＜個人票返信についてのお願い＞
現在までにまとめ役会で連絡先を把握している
方々に関しましては個人票を同封いたしました。ま
とめ役会がお預かりしている情報が正確かどうか、
または項目に不備があるかどうかご確認の上、FAX
にてご返信ください。
ご連絡先が未だにまとめ役会の手元になく、東外
大の管理下にある方々には、新たに REX-NET 参加
申し込み書を同封いたしますので、必要事項をご記
入の上 FAX にてご返信ください。

＜今後の事業予定＞
○8 月初旬にまとめ役会で NPO 法人設立の最終検
討を行ないます。
○8 月 21 日(木)10:00〜第 2 回 NPO 法人設立総会を
開催します。前回承認された NPO 法人化申請の
ための趣意書、定款等必要案件を全て審議いたし
ます。ご興味のある方はどうぞご参集ください。
会場についてはまとめ役会にお尋ねください。
○第一回総会を平成 16 年 6 月 26 日(金)〜27 日(土)
に予定しております。総会の後に外部講師を招聘
し講演会を予定しています。期間中 REX 事業の
意義についての学術的裏付けのための調査報告を
したいと考えています。調査協力者としてお茶の
水女子大学大学院の鈴木京子さんから、今年度中
に REX 帰国教員にアンケート及びインタビュー
の申し込みがあります。REX 事業が日本の教育に
どれ程貢献しているかが学術的に証明されること
になりますので、どうぞご協力ください。

＜まとめ役会より＞
本紙をお読みいただいてご意見、ご質問などあり
ましたら、まとめ役会にお寄せください。
REX-NET 横浜事務所（当分の間はこちらに連絡をください。)
〒232-0006
横浜市南区南太田 2-30-1
横浜市立横浜商業高等学校内
045-713-2323（永井）
REX-NET 東京事務所
〒163-0726
東京都新宿区西新宿 2-7-1 新宿第一生命ビル 26F
（財）国際文化フォーラム内
また山口県の藤井一憲さんの個人 HP にも意見交
換をする掲示板がありますのでご覧ください。
http://funky.pos.to

