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留学生のキャリア意識とキャリア支援の「ずれ」を考える
日本語学校・短大・大学（首都圏・地方）の留学生の語りから
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概要
本稿では，言語文化教育研究学会第 4 回年次大会（2018 年 3 月）において筆者らが企
画したパネル「留学生のキャリア意識とキャリア支援の『ずれ』を考える ― 日本語
学校・短大・大学（首都圏・地方）の留学生の語りから」における発表とディスカッ
ションの内容を踏まえ，言語教育者の視点から，日本語学校，短期大学，四年制大学
（首都圏・地方）における留学生のキャリア意識と現行のキャリア支援の「ずれ」の
ありようを報告し，その問題点を指摘する。まず，留学生の語りの事例から，各機関
の留学生がどのようにキャリアを捉え行動しているのかを紹介し，言語教育の観点か
ら留学生に必要とされるキャリア支援と実際に提供されているものとの「ずれ」を報
告する。次に，「ずれ」の改善のため，言語教育者は留学生と教育機関の双方にどの
ように関わり，働きかけていけばよいのか，パネルで議論した内容を共有する。最後
に，これらを踏まえ，
「ずれ」を改善するための今後の課題を指摘する。
Copyright © 2018 by Association for Language and Cultural Education
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1．問題提起

生と言語教育者との間に生じる「ずれ」という観点
から報告し，その問題点を指摘することである。

本稿の目的は，言語文化教育研究学会第 4 回年次

近年，言語教育では，言語知識や言語技能のみな

大会（2018 年 3 月）において筆者らが企画したパネ

らず，学習者の人間形成やアイデンティティ形成に

ル「留学生のキャリア意識とキャリア支援の『ずれ』

関与し，学習者の「ライフ」
（人生・生活）1 を支援し

を考える ― 日本語学校・短大・大学（首都圏・

ようとする言語教育観が着目されている。このよう

地方）の留学生の語りから」における発表とディス

な言語教育観をもつ言語教育者は，教育を通して学

カッションの内容を踏まえ，
言語教育者の視点から，
日本語学校，短期大学，四年制大学（首都圏・地方）

1

における留学生のキャリア意識と現行のキャリア支

おける「人生，生涯，生活，生き方」としての「ライフ」

本稿における「ライフ」とは，桜井（2012，p.6）に

に近い。社会の中で生活し，様々な役割を担い，かけが

援の「ずれ」のありようを留学生と教育機関，留学

えのない経験を重ねつつ思考や感情を深め，自身の価値
観を更新しながら人生を歩んでいくその過程そのもの
であると言える。

* E-mail: mtoramaru@aoni.waseda.jp
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習者を社会につなげ，学習者の社会での自己実現を

ア支援が必要な留学生，あるいは，そのようなキャ

支援する社会的実践者としての役割を担うと考えら

リア支援が重要であると考える言語教育者との「ず

れる。留学生が直面する諸問題を留学生のライフと

れ」である。

いう文脈から捉え直し，言語教育の観点からその改

そこで，筆者らは，これらの「ずれ」の実態を共

善策を模索し，実践することが重要になってきたと

有し，それらを解消していくための手がかりについ

言える。

て検討するパネルを開催した。本稿では，このパネ
ルで行われた筆者らによる報告とそれについてのフ

そのような諸問題の一つがキャリア支援の問題で
ある。留学生の国内での就職率を現在の 3 割から将

ロアとの議論をもとに，「ずれ」について再考する。

来的に 5 割に伸ばすという方向性が確認される（内

まず，各機関の留学生の語りから，彼らがどのよう

閣府，2016）一方，少子化による日本人学生の減少

にキャリアを捉え行動しているのかを紹介し，言語

に対応する一つの方策として留学生の受け入れを拡

教育の観点から留学生に必要とされるキャリア支援

大させている各教育機関では，受け入れた留学生の

と実際に提供されているものとの「ずれ」を報告す

キャリア支援を喫緊の課題とし，キャリア関係科目

る。次に，そのような「ずれ」の解消のため，言語

やビジネス日本語科目の開設，留学生のための合同

教育者は留学生と教育機関の双方にどのように関わ

企業説明会への参加呼びかけ，留学生採用に積極的

り，働きかけていけばよいのか，パネルで議論した

な地元企業の開拓，キャリアセンターと共同した留

内容を共有する。
なお，本パネルで報告した事例は，筆者らがインタ

学生向け就職セミナーの実施など，様々な対策を検

ビューを依頼した学生による個人的な語りである。

討，実施している。
しかし，そのような対策は必ずしも成功している

従って，留学生が在籍する教育機関の実態の一部を

わけではない。教育機関のキャリア支援が過熱化す

物語っている一方，当該機関の留学生すべてに共通

る一方，言語教育者の中には，留学生に対するキャ

しているわけではないことを付記しておく 2。

リア支援を期待されながらも，どのような支援を行

2．各教育機関における「ずれ」

えばよいのか逡巡する者や，現状から距離を置く者
がいる。また，留学生の中には，キャリア意識を持

2．1．日本語学校

つどころか，学習自体の動機づけができていない者
や，自身の将来について全く考えたことがないとい

日本語学校の主な役割は，一般的に，留学生が進

う者もいる。
留学生や言語教育者の双方において，どうしてこ

路のために必要とする日本語技能の育成と進路指導

のような問題が生じているのか。
その原因としては，

であると考えられている。日本語学校の修了生の 7

留学生の就職問題が着目されるようになってから間

割以上が進学していることからも（日本語教育振興

もなく，
その対応策が十分に練られていないことや，
日本の就職システムの特殊性，言語教育者側の就職

2

システムに関する知識不足といった原因が挙げられ

あり，パネルの詳細については，予稿集原稿（寅丸ら，

本稿は，本パネルの実施報告として書かれたもので

2018）に記載している。しかし，その内容，および本稿

る。また，さらに着目すべき点として，教育機関の

の論旨をパネル参加者以外の読者にもより深く理解し

行っているキャリア支援と留学生，言語教育者の間

ていただくことを目的として，予稿集原稿に記載した学

に存在する「ずれ」の問題が挙げられる。たとえば，

生の語りの内容を一部援用した。また，本稿は，本稿で

キャリア支援を特定の職場への就職支援として捉え

取り上げた学生，およびその所属機関の個人情報を保護
するため，個人や機関が特定されないように記述した。

る教育機関と，自己形成や自己実現としてのキャリ

本文中の学生名はすべて仮名である。
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協会，2018）
，それらの重要性は推測できる。留学

十分な自己実現ができずに不安定な精神状態にある

生の在籍期間，日本語力，経済力などの要因から進

留学生に対しては，何より先に自己実現の機会を提

学先が決定され，志望する大学や専門学校の受験に

供し経験させていくことが重要であろう。

向けた短期的な支援が優先される。そのため，日本

教育機関にはそれぞれの目的や求められる役割が

語学校におけるキャリアに関わる支援とは，進学情

ある。しかし，その別に関わらず，教育の場である

報の提供や受験スキルなどを含んだ進学指導が中心

以上，留学生の自己形成や自己実現を支援する場で

であると言える。進学率や就職率を伸ばすことが日

あること，そして，それを踏まえた上で適切なキャ

本語学校の大命題であると考える関係者は少なくな

リア支援が行われることが期待される。このような

い。

教育観が共有されずにキャリア支援が行われている
ところに日本語学校における「ずれ」の問題がある

しかし，このような環境の中に，進学や就職以外

と考えられる。

の目的で日本語学習に取り組んでいる留学生や，留
学目的が曖昧なまま来日して将来像が見えない留学

2．2．短期大学

生，日本での留学生活の中で十分な自己実現ができ
ず不安定な精神状態にある留学生などがいる。たと

日本学生支援機構（2017）によると，2017 年 5 月

えば，将来の展望が具体的でなかったリコは，「（や
りたい）勉強じゃなくて，どんな人になりたいか」

1 日現在，国内の短期大学（以下，
「短大」）に在籍す

を考えて進学先を選択した。大学院に進学したケン

る留学生は 1,915 人であり，全留学生数（267,042 人）

は「この社会になかなか入れない」という疎外感を

に対する構成比は小さい。しかし，前年度比 25.2％

感じ，自分に自信を持つことができなかった。目的

増となっていることから，今後，短大を進学先に選

が曖昧なまま来日したショウは日本語学校卒業後の

ぶ留学生が増加する可能性は高く，そのキャリア支

進路について「私いつも何が好きが，まだ決めませ

援も看過できない問題である。
本パネルで紹介した短大に在籍する留学生の多く

んでした」
「お金が一番問題です。お金がないですか
ら，進学したいけどできないと思います。
」と述べ，

は日本語学校からの進学者であり，卒業後は四年制

最終的に帰国を決めた。

大学への編入，または日本企業への就職を希望する

一方，
進路指導の重要性を十分に認識しながらも，

者が多い。短大に進学した理由として学力の問題を

人間教育としての日本語教育の重要性を考える教師

挙げる者もいるが，その一方で，経済的な事情や，

が存在していることも事実である。このような現状

社会人経験者で時間的猶予がないために短大を選択

は，日本語学校と留学生，教師との間にキャリア支

し，新たなキャリアを求めるという留学生も少なく

援に対する「ずれ」が生じていることを示唆してい

ない。
こうした留学生に対するキャリア支援は，これま

る。
進学や就職以外の目的，すなわち自身の見聞を広

で全体数が少なかったため見過ごされており，現時

げたい，興味があるから日本語を勉強したいという

点では，キャリア支援の有効な手法は確立されてい

留学生にとって，短期的に詰め込まれる日本語学習

ない。そのため，留学生には 2 年間という短い就学

は不要である。また，留学目的が曖昧で将来像が見

期間内に，日本語を含めた基礎学力の自律的な獲得

えない留学生に対しては，進路指導以前に，なぜ自

と，自身のキャリアについて模索しつつ実質的な就

分が日本に留学しているのか，なぜ日本語を学習し

職活動を行うという二重の課題が課されることにな

ているのかといった留学生活や日本語学習に対する

る。時間との戦いの中で，自力で学力の獲得とキャ

意義づけを明確にすることが必要である。さらに，

リア形成を進めていかなければならないのである。
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そのような環境下における「ずれ」としては，教

の生活（ライフ）という長期的な視点に立てば，そ

育機関が提供するキャリア支援と留学生が必要とす

れ以前に育むべき日本語能力やコミュニケーション

るキャリア支援の「ずれ」が挙げられる。教育機関

能力の育成により注力していくことが重要であると

が提供しているキャリア支援とは就職支援であり，

考える。

就職のための必要条件とされる日本語能力試験（以

2．3．大学（首都圏大規模私立大学）

）N2 以上を全留学生に取得させるとい
下，
「JLPT」
う具体的な目標が掲げられるような支援である。こ
れについては確かに JLPT の結果が示す日本語能力

少子高齢化による学生数の減少と大学のグローバ

によって卒業後の就職の際の選択肢が広がり，また

ル化を背景にして，国内大学の留学生の受け入れ数

四年制大学編入を希望していた留学生からも「もし

は年々増加している。平成 29 年度の高等教育機関留

進学したければ，1 級持たないとできないという学

学生数は 188,384 人に達し，前年度比増加率は 28 年

校もあるから」と，キャリア形成を進める上でその

度の 12.5％に続き，10.1％という高水準を保持して

価値が大きいことを認識する声があった。しかしそ

いる（日本学生支援機構，2017）。このような状況下

の一方，留学生の日本社会での自己形成や自己実現

で，各大学では，英語プログラムや日本語短期プロ

を教育の第一義と捉えるならば，
短い就学期間ゆえ，

グラムなど多様なプログラムが新設され，留学生の

試験勉強のみならず，日本人学生との共修を通した

多様化が進んでいる。そして，留学生の急増と多様

コミュニケーション能力の育成など，学内外の日本

化の影響で，大学のキャリア支援の対象は留学生ま

人や日本社会との接触経験を重視した学びを構成し

で広がり，日本人学生との公平性も確保されつつあ

ていくことが肝要であると言える。ベトナムからの

る。

留学生コンは，日本での生活では日本語能力が欠か

しかし，一方では，多様化する留学生の「ライフ」

せず，日本語ができないと「辛い」と感じたと語っ

に寄り添った支援が十分にできていないという現状

た。生活を支えるアルバイトも日本語ができないと

もある。留学生の中には，大学進学や留学自体が目

探すのは難しく，学生生活でも日本語がわからなけ

的化され，大学で何を学びたいのか，それを将来ど

れば授業を受けても意味がない。自分は教員の日本

のように活かしたいのかといった留学生活に対する

語は理解できたが，
日本人学生の言葉は理解できず，

目的意識やキャリア意識が希薄な者がいる。また，

日本人学生とは「
（コミュニケーションが）結構とれ

キャリア意識の明確な留学生についても，初中級学

ないときもあった」
「普通に話せない」
「ギャップが

習者であれば，日本語による多量の就活情報を選別

感じ」たと語った。また，別の留学生，韓国人のア

して理解することは困難であり，就職活動に関する

ンは，短大に進学した理由として，短大に在籍する

十分な知識や情報を得られないまま，就職活動に乗

日本人学生と関わることで日本文化を学べることを

り遅れるという問題が生じている。さらに，「新卒」

挙げた。彼らは生活や学びの場における人間関係構

と「中途」，「正規生」と「非正規生」の壁もある。

築と日本語能力は互いに関係し合っていることを自

たとえば，アメリカで流通業の専門教育を受け，

覚している。そして，それらはキャリア形成にも大

その分野で活躍していたイレナは，日本人の夫の転

きく関わるものでもあるだろう。

職を契機に仕事を辞めて来日した際，首都圏大学の

JLPT の N2 以上の取得を奨励することが学習者の

日本語プログラムを受講し，就職活動を始めたが，

キャリア支援になりうることは事実であろう。その

キャリアセンターで得られた知識は，イレナの役に

ような背景から，
現時点では就職支援としての JLPT

立つと同時に限界を感じさせたという。
「私は大学生

合格支援という形になっているが，留学生の日本で

じゃありません。仕事をしたことがある。だから，
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2．4．大学（地方小規模私立大学）

大学のサービスは受けられません」
。
大学のキャリア
センターは「新卒」の「正規生」の就職のために運

少子化と日本人学生の東京集中も相まって 3，地

営されている。イレナのような「非正規生」の「中
途採用」枠の学生に対応した実質的な支援はない。

方，特に非都市圏に所在するブランドイメージを持

また，同様の経験をしたデニスは，大学の支援を積

たない小規模私立大学では，定員確保が大学の存続

極的に期待しないことにしたという。デニスは結果

に関わる重要な課題となっている。これらの大学の

的に就職活動に成功したが，
「自分は日本語ができ

中には，定員確保のため，やむをえず日本語能力，

ますが，ネイティブじゃありません。それに，日本

経済力が十分でない者や目的の明確でない者も入学

の生活は長くない。だから，どの会社が合うか，判

させる「安易な留学生受け入れ」を行う大学も見受

断？が難しかったです」
「それで，
（日本語能力や日

けられる。急増するこれらの留学生に対しては，社

本での就職動機が）中途半端な留学生の友達はほと

会からは「就労（アルバイト）目的」「留学ビジネ

んど，就職活動の途中で日本の就職をあきらめてし

スの被害者」あるいは旧来の「親善大使」といった

まいました」と語っている。

様々なイメージが持たれている 4。一方，これらの留
学生について，日本の大学教育の正当な対象として，

留学生が日本語による大量の就職活動情報を取捨
選択して収集し，無駄なく活用することは困難であ

その教育のあり方やキャリア育成が議論されること

る。また，大学のキャリア支援の対象は主に日本人

は少ないのではないだろうか。

の新卒生であり，留学生に関しては，学部や大学院

しかし，たとえ就労（アルバイト）が目的に見え

の正規留学生しか対象とされない傾向がある。さら

る留学生であっても，決して「就労（アルバイト）

に，短期留学生や，自国で就業経験のある留学生，

だけ」が目的なのではない。自らのキャリア形成

すなわち「中途採用」扱いになる留学生は，
「新卒」

（自己実現）に向けて行動する主体として，大学で

と同様のコンサルティングや支援が受けられない場

の学びをキャリア形成に生かそうとする留学生も多

合がある。留学生の就職支援では，
「日本人学生」と

い。地方非都市圏に所在する，近年多くの留学生を

「留学生」
，
「正規」と「非正規」
，「新卒」と「中途」

受け入れている小規模私立大学のビジネス系学科に

の別なく，就職活動に必要な情報をわかりやすい形

在学するネパール人女子留学生スビナは，小さいこ

で提供し，活動に伴走することが期待される。

ろからの夢であった「ビジネス」を勉強したいと思

留学生に対するキャリア支援が途上の教育機関

い，この大学に入学した。だが，
「大学生だったら自

は，提供されている支援と留学生が必要としている

分でしないといけない，と，先生がいます」「何で

支援の在り方の「ずれ」に着目する必要があるので

日本語分からないですか？なんで日本語分からない

はないか。教育機関によっては，キャリア支援が留

のになんで大学に来てるんですか？ていう先生もい

学生の多様化に追いつけていない実状を認識し，以

て，もう，自分が勉強したいけど，私勉強できない

上のような「ずれ」を解消，改善していく必要があ

と，どうしよう。死ぬしかないじゃないと思うとい

ると考える。

3

市川（2018）によれば，2017 年度大学学生数地域別

シェアで，東京都及び東京都圏（埼玉県，千葉県，神奈
川県）を合わせた数は全体の 41％を占める。また，東京
都の大学に入学する非東京都出身者数は 2013 年度以降
増加が続いており，
「東京都の大学が東京都出身者以上
に非東京都出身者の受け皿としての機能を拡大してい
る」（同上，p. 5）。
4
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う人もいるかもしれないですね」
「もうこの大学勉強

ションにおいて話し合われたテーマは，
（1）各教育機

したくない，辞めたいという人が出てくると思いま

関の現状，
（2）キャリアとは何か，
（3）キャリア教育・

す」と，大学の授業に十全的に参加できないもどか

キャリア支援とは何か，
（4）
「ずれ」をいかに解消し

しさ・くやしさについて語った。スビナは「大学行

ていくべきか，の 4 点であった。それぞれのテーマ

きたい。ほんとみんな行きたい。大学行ったら，な

について，話し合われた内容を以下にまとめる。

にか，いいことありますね。就職とか，あと，いろ

3．1．各教育機関の現状 ― 「ずれ」の要因

いろな勉強もなるし」と言う。
スビナのような留学生にとって，大学はキャリア

(1) 教育機関の留学生対応の不足

に向けた学びのための重要な場・時間なのである。彼

留学生数の多い大学では，キャリアセンターなど

らの思いと前述の社会や大学の抱く留学生のイメー
ジとの間には大きな「ずれ」が見出される。また，

の機関によるキャリア支援が行われており，窓口で

この「ずれ」は，留学生・大学両者の大学教育に対

は個別対応もしているが，十分であるとは言えない。

する認識・態度の「ずれ」にもつながっている。留

最終的には，留学生が自律的に情報にアクセスして

学生は，日本語能力の制約や大学文化が理解できな

就職活動をする必要がある。一方，留学生数が少な

いことから大学の授業に十分に参加できていないと

い大学では，留学生に対するキャリア支援が軽視さ

感じ，日本人学生向けの授業内容や方法を留学生に

れており，留学生は孤立した状況になっている。そ

配慮したものに変えていってほしいと思っている。

のような大学で就職活動を行うには，個人的なネッ

これに対し大学・教員側は，留学生が急増するなか

トワークで情報を収集するしかない。留学生の自助

でも授業のレベルや主体性・自主性を重視した教育

努力に任されていると言える。

を維持しようと苦慮している。

(2) 教育機関，留学生，企業におけるキャリア支援

教育が十全になされない結果，留学生の学習意欲

の経験不足

が落ちたり，自身の将来像，すなわちキャリアにつ
いて明確化できない，あるいは無自覚なまま留学生

首都圏や地方の別なく，企業も大学も急増した留

活を終えたり，終えられずに中退していく留学生が

学生の受け入れに慣れておらず，就職活動や企業に

増加している。大学が学生に提供すべき教育とは，

関する情報発信，就職指導に対する対応方法を模索

学生の「ライフ」に寄り添う教育，すなわち留学生

している状況である。また，留学生が就職活動に関

の「ライフ」を理解し，
それを尊重した教育である。

する情報や企業情報を得たとしても，それらを活用

留学生のキャリア形成を支援すべく，大学・教員に

しようという姿勢が見られない。キャリアセンター

は，留学生の思いに耳を傾け，学生の将来に必要な

などで専門家に相談するのではなく，先輩や同国の

学びを提供し，将来の生活や仕事の土台を築いてい

友人などの「濃い人的リソース」に頼る傾向がある。

く教育が必要であると考える。

(3) 将来像のない留学生

3．ディスカッション報告

留学生の中には，留学目的も将来像も曖昧な留学
生がいる。そのような留学生は，日々の生活に追わ

本企画パネルでは，各教育機関による以上の報告

れ，将来像を思い描こうともしない。その結果，キャ

事項をもとに，様々な「ずれ」の現状と解消につい

リアセンターなどから就職に関する情報が発信され

て，
フロアにおいて参加者間でグループ・ディスカッ

ても，自律的に活動しようとしない。このような留

ションと全体共有を行った。結果的に，ディスカッ

学生の将来像のなさの背景の一つには，
「日本に留学
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留学生のキャリア意識とキャリア支援の「ずれ」を考える

寅丸真澄ほか

して日本語を学習すれば，ある程度条件のよい企業

会，ひいては日本の教育機関と異なる価値観を持っ

に就職ができるにちがいない」という安易な考えが

た者がいる。そのような留学生に日本的な価値観に

ある。

よる支援を押し付けてもよいのか疑問が残る。

(4) 教育機関・教師・留学生のニーズの「ずれ」

(3)「キャリア教育」・「キャリア支援」とは何か

多様な留学生の増加に伴い，留学生のニーズも多

「キャリア教育」と「キャリア支援」は異なるので

岐にわたるようになった。たとえば，
「進学派」「エ

はないか。「キャリア教育」とは，留学生を取り巻く

ンジョイ派」
「就職派」などである。一方，
職務的な

社会状況を留学生自身に認識させてそこでいかに生

責任や教育観，各教育機関に存在する固定観念から

きていくかを考えさせるような教育であり，長期的

「教えたい」
「教えなければならない」と思っている

な視点を持つものとして捉えられる。一方，
「キャリ

教師は，多様な留学生のニーズに応えられず，一方

ア支援」
（（2）①で言及した就職支援としての「キャ

的な教育やキャリア支援を行う。さらに，教育機関

リア支援」）とは，就職や就労のための，前者より

では企業優先，または企業のニーズに沿ったキャリ

短期的，具体的な支援として捉えられる。後者にお

ア支援が実施される傾向がある。その結果，教育機

いても，留学生の「ライフ」を踏まえた将来像を描

関，教師，留学生の間に「ずれ」が生じていると考

くことは重要であるが，大学などの教育機関では，

えられる。

「キャリア支援」より「キャリア教育」を重視すべき
ではないか。目先のことにとらわれることなく，学

3．2．キャリアとは何か

問を学ぶということと人生について考える機会を留
学生に与えることが重要である。そして，このよう

(1)「キャリア」の捉え方

な方向づけを行っていくには，留学生を最も理解し

「キャリア」をどのように捉えるのか，教育機関，

ていると考えられる日本語教師が働きかけるべきで
はないか。

企業，教員の中でも「ずれ」があるため，キャリア
支援の在り方に対する考え方も異なる。
「キャリア」

(4)「ずれ」をいかに解消していくべきか

については，大きく区分すれば，人の過去・現在・
未来における多様な役割の連鎖，すなわち人生それ

キャリア教育によって留学生と企業の「ずれ」を

自体として捉える考え方と，特定の職業の連鎖とし

徐々に解消していくことは可能であると考えられ

て捉える考え方がある。前者の捉え方では，留学生

る。たとえば，企業担当者に学校に来てもらい，企

の人間形成という課題を射程に入れたキャリア支援

業や業界の説明をしてもらう，留学生の希望を企業

が想定されているが，後者の捉え方におけるキャリ

に伝える，日本人・留学生の別なく「企業とベクト

ア支援とは就職支援である。教育機関と教員が一丸

ルの合った」留学生が就職できる風潮をつくる，企

となってキャリア支援を行うには，
「キャリア」をど

業が留学生に求めている留学生像を伝える，といっ

のように捉えるのかという問題について確認，同意

た方法によって，「ずれ」を解消できるのではない

しておく必要がある。

か。まず，互いのニーズを知り合うことが重要であ
ると考える。

(2) 生き方の多様性

但し，長期的な目で見た時，それらが「ずれ」と

時代環境や個人の価値観が異なるため，一様な

言えるのかどうか疑問が残る。企業と留学生のニー

キャリア支援を行うことは難しいのではないか。特

ズは，時代や社会状況によって変化していくからで

に，
社会文化的背景の異なる留学生の中には，
日本社

ある。また，そのような時代の変化を前提とするな
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らば，これまでのように，企業コミュニティのメン

や「キャリア支援」，「キャリア教育」といった用語

バーとして認めてもらうために，留学生が企業に同

概念の曖昧性や関係者同士の対話の不足といった問

調していく必要があるのかという疑問もある。

題もあるため，用語概念の違いを踏まえつつ関係者
同士の対話を促進する調整役としての役割も期待さ

4．まとめ

れる。今後は，このような様々な問題点を明らかに
し，整理するとともに，各教育機関の留学生の実態

本稿では，言語文化教育研究学会第 4 回年次大会

を広く把握し，留学生に対してどのようなキャリア

（2018 年 3 月）において筆者らが企画したパネル「留

支援，さらにキャリア教育が行えるのか，引き続き
考えていきたい。

学生のキャリア意識とキャリア支援の
『ずれ』を考え
る ― 日本語学校・短大・大学（首都圏・地方）の
留学生の語りから」における発表とディスカッショ

文献

ンの内容を踏まえ，言語教育者の視点から，各教育

市 川 拓 也（2018 年 1 月 ）．『 大 学 進 学 に と も な う

機関における留学生のキャリア意識と現行のキャリ

人口流出と地方創生 ― 東京 23 区の大学

ア支援の「ずれ」のありようを報告し，その問題点

定員増加抑制が人口流出阻止の切り札なの

を指摘した。

か 』 大 和 総 研．https://www.dir.co.jp/report/

対象の限られた事例報告であったが，本パネルで

research/policy-analysis/regionalecnmy/
20180104_012631.html

は，
留学生のキャリア意識と教育機関，
教師との「ず
れ」が明らかにされた。また，ディスカッションで

桜井厚（2012）．『ライフストーリー論』弘文堂．

は，
多様な「ずれ」の現状がフロアから報告されると

寅丸真澄，江森悦子，佐藤正則，重信三和子，松本

ともに，
それらを解消するための方策が検討された。

明香，家根橋伸子（2018）．留学生のキャリア

このようなパネルとディスカッションの議論の中で

意識とキャリア支援の「ずれ」を考える ―

特徴的だったのは，留学生の多様化と急増によって

日本語学校・短大・大学（首都圏・地方）の

生じた各教育機関における「ずれ」の多様性と，そ

留学生の語りから『言語文化教育研究学会第

れらの対応に追いつけないでいる各教育機関の現状

4 回年次大会予稿集』（pp. 200-211）．http://

である。特に，多様な「ずれ」の中でも，いずれの

alce.jp/annual/2017/

教育機関にも観察され，深刻だったのは，留学目的

内 閣 府（2016 年 6 月 ）．『 日 本 再 興 戦 略 改 訂 2016

や留学後の将来像が曖昧なまま留学し，学習意欲や

― 第 4 次産業革命に向けて』https://www.

生活意欲をなくしていく留学生の存在である。

kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html#
saikou2016

教育というものが本来，人生をよりよくしていく

西日本新聞社（2017）．『新 移民時代 ― 外国人労

ためのものであるならば，筆者らは言語教育者とし

働者と共に生きる社会へ』西日本新聞社．

て，このような留学生が自身の留学生活や学習を意
味づけ，将来像を描くことができるように支援する

日本学生支援機構（2017 年 12 月）．『平成 29 年度

ことが重要であると考える。留学生にとって最も身

外国人留学生在籍状況調査結果』http://www.

近な言語教師としては，これらの「ずれ」の存在に

jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e

気づいていない教育機関や，企業の価値観を優先し

/2017/

て行われている一方的なキャリア支援に対して，留

日本語教育振興協会（2018 年 3 月）．
『平成 29 年度日

学生の声を発信していくことも必要であろう。ま

本語教育機関実態調査結果報告』http://www.

「キャリア」
た，無自覚なキャリア支援の背景には，

nisshinkyo.org/article/pdf/overview05.pdf
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Abstract
We planned a panel entitled Consideration of the gaps between career consciousness
and career support for international students, as reported by international students at
Japanese-language schools, two-year colleges and universities, and presented as a panel
with discussion at the 4th annual meeting of the Association for Language and Cultural
Education in March 2018. In this reserch, based on annual meeting results, as well as
research on the situation from the vantage point of language educators, we report the
present situations of these gaps at Japanese language schools, two-year colleges and fouryear universities (Tokyo metropolitan area and local regions) and point out problem areas.
First, from self-reportings of actual international students, we introduce how students
assessed their careers and conducted themselves, and from languagage educators, we report on the gaps between the ideal career supports that international students require and
the actual career supports that are being provided. Then, in order to close these gaps,
we offer the information that language educators shared in the panel discussion that is
designed to engage both international students and educational institutions and improve
the situation. In the end, based on the above research, we point out possible future issues
in order to reduce these gaps.
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