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【要旨】

本研究は、外国人留学生を対象としたよりよいキャリア形成支援を探ることを目的とする。

まず、これまでの高等教育機関におけるキャリア形成支援についての先行研究を見たところ、

留学生へのキャリア形成支援教材開発の必要性がうかがえた。そこで、教材開発に向けて、現

在出版されている教材の教育目的、対象者、教育内容について調査分析を行った。その結果、

まず、初年次教育用の教材は、ほぼ日本人対象のものに限られることがわかった。また、留学
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生を対象としたものはビジネス日本語教材に限定されていた。それらを年代ごとに見ていくと、

ビジネス会話の表現から、仕事をするための態度・考え方・問題発見解決能力などの養成へと

目的が変化してきている。

以上の分析結果によって、長期的視野から留学生自身のキャリアを考えさせるような教材が

あまり見られないことが明らかになった。このことから、留学生が大学入学後の早い段階から

自身のキャリアを意識し、日本での就職を含め、多様な働き方を選択していけるように支援す

るための教材を開発することの重要性を指摘した。

The goal of this study is to explore ways to provide better career-building support for 

international students. After having examined prior studies, we ascertained that there is 

a necessity for the development of educational materials to suppor t career-building for 

international students. Therefore, we conducted an investigation and analysis of the educational 

goals of current published educational materials, the target audience of these materials, and 

the educational content contained therein. In our investigation, we discovered that almost all 

educational materials published for First-Year Experience programs were written for Japanese 

students. Moreover, educational materials written with international students in mind were 

limited to educational materials concerning business Japanese. It is evident, after looking at 

materials published chronologically, that the goal has changed from teaching expressions used 

in business conversation to the cultivation of work attitudes, ways of thinking, problem finding/

solving abilities, and other elements.

Looking at the analysis results, it is clear that there are not very many educational materials 

serving to motivate international students to think about their own careers from a long-term 

perspective. Based on this finding, we have indicated the importance of developing educational 

materials that encourage international students to be conscious of their own careers at an early 

stage after their entrance into university and to facilitate the choices they make in relation to a 

variety of ways to work, including working in Japan.

はじめに

経済のグローバル化や日本国内の少子化を背景に、外国人留学生（以下、留学生）の日本企

業への活用を進める動きが活発化している。留学生政策としては、2008 年に文部科学省より、

「留学生 30 万人計画」が発表された。また、経済産業省と文部科学省は高度人材育成に向けた

取り組みとして「アジア人財資金構想」（2007 ～ 2013.3）を実施した（経済産業省 HP 2011）。こ
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のような動きを背景に、留学生が日本留学後にどのようなキャリアを築いているのかという調

査研究も行われている（横須賀 2006、2007、2015、2016; 島田・中原 2014、2016; 菅長・中井

2015a,b; 宮城・中井 2016、2017 など）。

「キャリア」について、文部科学省 HP（2004）では「個々人が生涯にわたって遂行する様々な

立場や役割の連鎖及びその過程における自己と働くこととの関係付けや価値付けの累積」と定

義している。本研究もこの定義にしたがい、キャリアを職業や業務に従事するという就業の意

味に限定せず、ライフワークとしてのキャリアの意味で用いる。

キャリアについて考える際に重要となるのは、社会で求められる人材像である。2006 年に

は経済産業省により「社会人基礎力」1) が提唱された。さらに、産学人材育成パートナーシッ

プ　グローバル人材育成委員会（2010）は、「グローバル人材」の継続的な育成が必要であると

指摘し、「グローバル人材」に共通して求められるのは、「外国語でのコミュニケーション能力」、

「異文化理解・活用力」、「社会人基礎力」であるとしている。そして、菅長・中井（2015a）では、

グローバル人材として働くための基盤は「人間関係構築力」であると述べている。このように、

現在の社会で求められる人材は、「受け身型、指示待ち型の人材」から、「多様な他者と協働し

ながら、新しい価値を生み出す主体性や創造性、起業家精神を備えた人材」（教育再生実行会議

2015:8）へと変化している。

2010 年に文部科学省により大学設置基準の一部が改正され、教育課程の内外を通じた「社

会的・職業的自立に関する指導」への取り組みが義務付けられるようになった（文部科学省 HP 

2010）。こうした動きからも、就職後の研修等によって知識やスキルを修得させることを目的

としていた従来の人材育成から、高等教育機関においても社会人基礎力を意識的に育成する

といったキャリア形成支援への変化が見て取れる。ここでいう「キャリア形成支援」とは、「生

涯を見据えた進路・職業選択やキャリアのデザイン（生き方や進路の設計）、職業的能力や社

会的能力の育成を援助する教育的方策」（ジョブカフェ・サポートセンター（経済産業省事業）

2009:4）と同義である。

このように、日本人対象の教育内容がキャリア形成支援教育へと広がりを見せている中で、

留学生に対する教育も、より広いキャリア形成支援を念頭に行うべきだと考えられる。そのた

めには、まず、これまで日本人学生、留学生に対してどのようなキャリア形成支援が行われて

きたのかについて現状を調査する必要がある。

そこで、本研究では、第 1 章で先行研究について概観し、第 2 章で本研究の目的について述

べる。次に、第 3 章で現在出版されているキャリア形成支援教材の調査・分析結果について述

べる。それらをふまえ、第 4 章ではキャリア形成支援教材に必要とされる要素について考察し、

第 5 章では具体的な教材設計について一歩ふみこんで考えてみたい。
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1.	キャリア形成支援に関する先行研究

本章では、高等教育機関におけるキャリア形成支援に関する先行研究を「調査」と「授業実践」

の 2 つに分け、それぞれにおいて指摘されている要点を整理する。

1.1.	キャリア形成支援の必要性を示唆する調査

本田（2002）は、大学生活の充実とキャリアに対する意識調査を行い、大学生活の満足度や

充実度は、就職活動や社会人になってからのライフキャリアに影響するという結果を報告して

いる。そして、大学生活の過ごし方が人生に影響を及ぼすこと、また逆に卒業後の自身のキャ

リアを明確にすることで大学生活の充実度の向上に影響を及ぼすことを指摘している。この調

査から、高等教育機関において入学後の早い段階から効果的なキャリア形成支援を行うことで、

在学中や卒業後のキャリア形成に好影響を与えられる可能性があるという示唆が得られる。

徐・阿部（2012）は、日本へ留学し卒業後中国で就職した元中国人留学生を対象にインタビュー

を行い、日本留学がその後のキャリア形成について与えた効果について調査を行っている。そ

の結果、留学生が皆、留学の目的を自覚して来日しているわけではないため、「入学時点から

卒業後の進路について考えさせるように動機付けを行う必要がある」（p.79）と指摘する元留学

生が複数いたとしている。この調査からは、留学生活の意義を高めるために、日本で就職する

学生のみならず、広く留学生を対象に早期にキャリア形成支援を始める必要性が読み取れる。

友納（2015）は、留学生向けのよりよいキャリア発達支援を行うことを目的に、中国人留学

生にインタビュー調査を行った。その中で、キャリアを引き出すための望ましい支援について

聞いたところ、日本人との交流会への要望が高かった。これをもとに、多くの中国人留学生が

異文化環境で日本人学生との人間関係を構築するために支援を必要としていることを指摘して

いる。

徳間・田川（2015）は、友納（2015）を受けて、留学生に対するキャリア形成支援には文化的・ 

社会的な適応の支援も必要だと指摘している。また、徳間・田川（2015）では、留学生へのイ

ンタビュー調査によって、日本語力が十分ではないために授業についていくのが困難となる者

や、卒業のための単位取得に不安を抱く者の存在を明らかにしている。そして、留学生特有の

問題である文化的・社会的な適応、および日本語力という点から、留学生に特化した初年次教

育 2) の必要性を挙げ、併せて留学生へのキャリア教育という視点を取り入れて大学教育を行う

必要性も指摘している。

これらの調査から示唆されることは以下の点である。まず、日本での就職の如何を問わず、

留学生に対しても入学後の早い段階からキャリア形成支援を行うことの重要性である。また、

留学生へのキャリア形成支援を行う際には、日本人との人間関係構築や日本語力の不足という
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留学生特有の問題を念頭に置いた支援が必要とされるという観点である。

1.2.	留学生へのキャリア形成支援を行った授業実践報告

栁田（2010）は、キャリアデザインの視点を取り入れ、自己認識と将来設計を意識した活動

とともに、他者を意識したアカデミック・コミュニケーション・スキル向上を目標とした授業

実践を行っている。授業内容は、自身の専門分野についての知識を深め他分野の学生にわかり

やすく伝える発表や、専攻分野の社会にとっての意味を考え、大きな視点から自身の専門分野

をとらえるといったものである。これらの実践によって、他者を意識すること、自身の専門分

野への知識とともに、他分野に関する興味関心が高まったという結果を報告している。

西谷（2011）は、早い段階から自らのキャリアンプラン形成を考える契機とすることを目標

とした授業実践を行っている。授業内容は、就職活動についての講義（卒業生による業種の説明、

内定をもらった先輩留学生の体験談を含む）、企業の人事担当者による企業紹介、実践的なス

キルトレーニングなどである。その結果として学部 1、2 年生の就職活動の動機付けや 3、4 年

生の就職活動への助走、日本の企業文化、就職文化への理解の促進などの効果があったと述べ

ている。

鈴木（2016:149）は、多様な背景を持つ留学生には「就職内定のみを重視する就職活動支援は

あまり有効でない」として、キャリア形成を考えることから就職につなげることを目的とした

授業を実践している。授業内容は日本における就職活動や自己分析、模擬面接など就職活動準

備と言える内容もあるが、文化的背景を説明することで就職活動のノウハウを学ぶ授業には

ならないように留意したとのことである。また文化と習慣という学習項目も設け、自文化につ

いて他者に伝えるなどの活動も行っている。その結果、留学生が授業を通してキャリアへの意

識を高めるとともに日本語力の向上にも効果があったとしている。そして、これをもとに鈴木

（2016:151）は、多様な背景を持つ留学生には「キャリアに関する選択肢も多」いため、「キャリア・

カウンセリングが及ぼす効果は大きいと考えられる」と述べている。

これら 3 件の実践報告は、いずれも 2010 年以降に発表されたものである。この頃から、留

学生に対して長期的な視野でキャリア形成を意識させる教育の必要性の認識が強まってきたと

言えるだろう。しかし、3 件とも具体的な使用教材名は明示されておらず、それぞれの教員が

自身の作成した教材を使用して授業実践を行ったのではないかと考えられる。今後このような

授業実践がさらに増えるであろうことを鑑みると、様々な教育機関で共有できる、留学生に有

用な教材が必要であると言えるだろう。
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2.	本研究の目的

以上の先行研究から、日本人学生だけでなく留学生に対しても入学後早い段階からのキャリ

ア形成支援が必要であること、またその際には留学生に特化したキャリア形成支援を行うこと

が重要であることが明らかとなった。さらに、留学生へのキャリア形成支援を行う際に用いる

教材も留学生に特化したものが必要だと考えられるが、現在の授業の実践報告では特定の使用

教材が明示されていない状況である。このような状況下で多くの教育機関での使用を念頭に

キャリア形成支援教材を開発することは、留学生のキャリア形成支援に大きく寄与するのでは

ないかと考えられる。こうした点から、筆者らは留学生のキャリア形成支援教材の開発を目指

すこととした。

本研究では、教材の開発に向けて、まず現在出版されているキャリア形成に関する教材を収

集し、日本人対象の初年次教育における教材、および留学生に特化した教材の具体的な内容を

調査分析し、今後必要とされる教材について考察することを目的とする。

3.	キャリア形成支援教材の調査・分析結果	

3.1.	キャリア形成支援教材の調査

まず、高等教育機関での使用を念頭においていると考えられるキャリア形成教材を留学生対

象、日本人対象を問わず収集した。その結果、図 1 のように、キャリア形成支援を目的とした

教材は、大きく高等教育機関の入口である「初年次教育用の教材」（大学生活への移行、キャリ

アプランなど）、および、出口である「就業教育用の教材」（インターンシップ、就職活動支援、

ビジネス日本語）に分けられることが明らかとなった。そのうち日本人学生対象の教材はこの

2 つにまたがるが（図 1 の＊マークの部分）、留学生に特化した教材は、後者の就業用の教材（ビ

ジネス日本語）しかないことが分かった。

12 

もう間に合わないことも多い。これらの早く知っておくべき情報を盛り込み、学生時代に

時間をかけて培っておくべき知識、姿勢、態度などを養うことも必要である。 

また、現場の教師から、留学生には情報へのアクセスが困難であるという特有の問題点

があると指摘されている。留学生は日本語力の点からも、日本社会への知識が少ないとい

う点からも、人的リソースが限られるという点からも、情報へのアクセスが日本人と比べ

て困難になることが考えられる。そこで、情報へのアクセスの仕方を教材に盛り込むこと

も必要であろう。また、社会に関心が薄い留学生の存在も教師の声として聞かれることが

あるが、社会の様々なことについて興味を持ち、自分で調べていける力の育成が教材には

必要とされるであろう。 

おわりに 

以上、留学生が大学入学後の早い段階から自身のキャリアを意識し、日本での就職を含

め、多様な働き方を選択していけるように支援するための教材を開発することの重要性を

指摘した。本研究では、留学生に特化したキャリア形成支援教材の必要性を主張したが、

今後は、日本語教育からの知見や留学生教育研究からの知見を発信することで、日本人教

育にも良い影響を与えることを考えていく必要もあるであろう。留学生と日本人学生が双

方の立場から議論し共に学べる機会を増やせるような教材は、今後より一層需要が増すと

考えられる。留学生のキャリア形成支援から見えてくるものは、今後の日本社会のグロー

バル化にも様々な示唆を与えるであろう。 

            

図 1 キャリア形成支援教材（調査分析対象） 

キャリア形成支援教材

(高等教育機関) 

就業教育用の教材 

-インターンシップ＊

-就職活動支援＊

-ビジネス日本語

初年次教育用の教材 

-大学生活への移行＊

-キャリアプラン＊

日本人対象 7冊 留学生対象 18冊 

＊は日本人対象の教材 

本研究の 
調査対象 

図 1：キャリア形成支援教材（調査分析対象）
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そこで、3.2 と 3.3 において、以下の 2 種の教材について、教育目的、対象者、教育内容の

面から分析する。

1） 初年次教育用の教材（日本人対象）7 冊

 初年次教育用の教材に分類した教材のうち、教材の「はじめに」にあたる部分で「キャリ

ア形成」や「社会で求められる人材」を教材の目的として謳っている 7 冊を分析対象とし

て選定した（3.2 表 1）。

2） ビジネス日本語教材（留学生対象）18 冊

 外国人を対象としたビジネス日本語教材のうち、シリーズで出版されているものに関し

てはその中の 1 冊を取り上げることとするなどして、18 冊を分析対象として選定した

（3.3 表 2）。

なお、日本人を対象とした就業教育用の教材は、いわゆるハウツー本やマニュアル本から高

等教育機関向けの教材まで多岐にわたるため、今回は分析対象から外した。

3.2.	初年次教育用の教材（日本人対象）の分析

ここでは、初年次教育用の教材（表 1）の分析結果について述べる。分析対象として選定し

た 7 冊の教材は全て 2000 年代後半から出版され始めたもので、日本人を主に対象としており、

留学生のみを対象とした教材は見られなかった。7 冊の教材に共通した教育目的である「社会

で求められる人材の養成」とは、コミュニケーション能力や批判的思考力を備えた人材、グロー

バル人材を養成することであった。こうした人材の育成のために、自己を分析する、意見を述

べる、話し合う、相手の意見を聞く、情報をまとめるなどの課題が設定されていた。これらの

指導項目は留学生対象の高等教育機関における日本語教育内容と重なる点も多いが、卒業後の

キャリア形成を意識させている点が異なる。

また、近年増加しているのが漢字にルビをつけ、留学生も学べる仕様にした教材である。こ

こからは、教材が使用される授業科目に留学生も参加していることがうかがえるが、留学生に

特化した教材は管見の限りなかった。このことは、1.2 で指摘したように、長期的な視野でキャ

リア形成を意識させる留学生向けの教材の必要性を裏付けるものである。

表１：分析対象の初年次教育用の教材一覧

タイトル 発行年 目　　的

1 改訂キャリアデザイン入門 2014 
（初版 2007）

・ キャリアビジョンを明確にし、意識してキャリアデ

ザインができるようにする

2 大学 1 年生からのコミュニ

ケーション入門

2010 ・ 企業が新卒採用選考時に最も重視する「コミュニ

ケーション能力」を身につける
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3 話し合いトレーニング　伝え

る力・聴く力・問う力を育

てる自律型対話入門

2011 ・ 情報の共有や問題解決のための「話し合い」の場に必

要な「伝える力、聴く力、問う力」を、「話し合い」

を体験することで身につける

4 グローバル・キャリア教育 
グローバル人材の育成

2012 ・ 「グローバルキャリア教育」という新しいキャリア教

育分野の理解を目指す

5 コミュニケーション・スキル

の学び  グローバル社会を

生きるためのレッスン

2015 ・ 他者性をベースとしたコミュニケーション・スキル

を身につける

6 グループワークで日本語表現

力アップ

2016 ・ グループワークにより文章表現力を身につける

・ グループワークにより主体性、深く考える力、チー

ムで協力する姿勢を身につける

7 キャリア・プランニング　大

学初年次からのキャリア

ワークブック

2016 ・ 大学での学修・研究を進めるために必要とされる基

礎的なリテラシーやアカデミック・スキルズの習得

を目指す

3.3.	ビジネス日本語教材（留学生対象）の分析

次に、留学生向けキャリア形成支援教材（表 2）の分析結果について述べる。留学生向けのキャ

リア形成支援教材では、ビジネス日本語教材が主となっている。それは、日本での就業には仕

事に支障のない日本語力が必要とされることから、即戦力として働けるような日本語やビジネ

スマナーを身につけることが第一に求められていたからであろう。

ビジネス日本語教材は 80 年代から出版されているが、年代ごとにビジネス日本語教材の変

遷をたどってみると、表 3 のように、対象や目的に変化が見られる。80 ～ 90 年代の教材は英

語母語話者ビジネスパーソン対象であったが、2000 年代以降は中国語母語話者などへも拡大

し、教育内容もメールの書き方などが加わった。さらに、2010 年代以降は就業未経験者向け

のビジネス日本語教材が増えてきた。また、主な目的は従来のビジネス会話の表現から、仕事

をするための態度、考え方、問題発見解決能力などの養成へと変化している。これに伴い、ケー

ススタディやタスクを重視した教材が多くなってきた。これは、留学生の日本企業への就職の

事例が増え、企業で活躍できる外国人材には、日本語表現の知識だけでなく、企業における

様々な問題に対応できる能力が必要とされる点が指摘されてきていることと無関係ではないだ

ろう。これらの教育目的、対象者、教育内容の変化には、社会で必要とされる人材像として提

唱された「社会人基礎力」というものは、高等教育機関において長期的なスパンで養成してい

くものだというとらえ方が反映されていると考えられる。

また、留学生対象のビジネス日本語教材の中には、日本人と協働で学びあうことを目的とし

たものも見られた。このことは、企業における様々な問題に対応できる能力が、留学生に限ら

ず日本人にも求められるものであることの現れであると見られる。
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表２：分析対象のビジネス日本語教材一覧

タイトル 発行年 目　　的

1 日本語でビジネス会話　中級

編＜本冊＞

1987 ・ 自分の意図が相手に的確に伝わるように表現できる

ようにする

2 実用ビジネス日本語－成功へ

の 10 章－

1993 ・ ビジネスマンに必要なコミュニケーション能力を最

大限にのばす

3 商談のための日本語 1996 ・ 商談に焦点をあわせ、最終的にプレゼンテーション

のやり方が身につくようにする

4 ジェトロ ビジネス日本語会

話－課長

1997 ・ 日本語によるビジネス・コミュニケーションの技能

を身につける。特に話し言葉を中心とした学習に焦

点を当てる

5 オフィスで使える！マナーも

身につく！ビジネス日本語

テキスト①　内定者編

2004 ・ 映像教材「映像で学ぶビジネス日本語」の副教材。映

像だけでなくテキストでもビジネス日本語・ビジネ

スマナーを学習し定着させる

6 日本企業への就職―ビジネス

会話トレーニング―

2006 ・ 簡単な表現で自分の伝えたいことを誤解なく相手に

伝え、スムーズに仕事が進められるようにする

7 外国人のための「ビジネス敬

語」から「会社訪問」まで  ビ 
ジネス日本語 Drills

2007 ・ 問題を解きながら本文の会話を理解・暗記すること

でビジネスで使う表現を自然に覚えられるようにす

る

8 しごとの日本語　IT 業務編 2008 ・ 海外のＩＴエンジニアが業務で困らないようにする

9 人を動かす！実戦ビジネス日

本語会話

2008 ・ 体になじむまで繰り返し声に出して練習することに

よってビジネス場面での会話がスムーズにできるよ

うにする

10 にほんごで働く ! ビジネス日

本語 30 時間

2009 ・ ビジネス場面でよい人間関係を築き、スムーズに業

務が行えるようにする

11 Basic Japanese for Expats 
まるごとビジネス日本語初級

［Book 1］ 

2009 ・ 時間に制約のあるビジネスピープルが基本的な日本

語で様々な場面でコミュニケーションができるよう

にする

12 ロールプレイで学ぶビジネス

日本語 グローバル企業で

のキャリア構築をめざして 

2012 ・ ビジネス日本語能力や、社会人基礎力、異文化調整

能力、その基盤である問題発見・解決能力の養成を

行い、ビジネス社会へのソフトランディングを助ける

13 課題達成のプロセスで学ぶビ

ジネスコミュニケーション 
2012 ・ 課題達成能力、問題発見解決能力、異文化理解能力

の養成を行う（対象者は留学生に限らない）

14 ビジネスコミュニケーション

のためのケース学習　職場

のダイバーシティで学び合

う【教材編】

2013 ・ 学習者同士の議論の中から解決策を導き出し、問題

発見解決能力、課題達成能力、異文化調整能力の養

成を行う（対象者は留学生に限らない）

15 タスクで学ぶ日本語ビジネス

メール・ビジネス文書　適

切にメッセージを伝える力

の養成をめざして

2014 ・ ビジネス場面での「書く能力」の養成を行う

・ タスクを繰り返し行うことにより問題発見力、解決

能力を養成し、実社会へのソフトランディングを助

ける
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16 NIHONGO EXPRESS
 Practical Conversation in 

Japanese Basic 1

2014 ・ ビジネス場面を中心として、実践的な会話を身につ

ける

・ 体で覚えるまで徹底した口頭練習を繰り返し、すぐ

使えるようにする

17 中級から伸ばす　ビジネス

ケースで学ぶ日本語

2014 ・ 実在する企業の海外進出の事例をもとにグローバリ

ゼーションやローカライゼーションを考えていく

・ ビジネスの側面から各国への考察を行い、コミュニ

ケーション力を高める

18 ビジネス日本語オール・イン・

ワン問題集

2015 ・ テスト形式を使いながら四技能を総合的に伸ばす

・ 現実に近い課題に取り組むことで、実践的な知識が

得られるとともに情報処理能力、課題遂行能力の養

成を行う

表３：ビジネス日本語教材の変化

年代 主な教育目的 主な対象者・教育内容

80 ～

90
ビジネスコミュニケーション力

の養成

対象者：主に英語母語話者のビジネスパーソン

内　容：ビジネス会話

00 対象者：中国語母語話者のビジネスパーソン、IT エンジニ

アなどへも広がる

内　容：メールの書き方、電話のかけ方などが加わる

10 仕事をするための態度、考え方、

問題発見解決能力などの養成

対象者：就業未経験者や日本人へも広がる

内　容：ケーススタディやタスク重視

4.	キャリア形成支援教材に必要とされる要素

ここまでの先行研究と教材の調査・分析結果から明らかとなったことをまとめる。まず、先

行研究から、長期的なスパンで留学生を対象にキャリア形成意識を養成することの必要性が明

らかとなった。次に、教材の調査・分析結果から、留学生に特化した初年次教育用の教材が不

足していることが明らかになった。このことから、今後必要とされるのは、長期的なスパンで

キャリア形成支援を行うための留学生向け初年次教育教材であると考えられる。

先行研究および教材分析の結果から、留学生に特化したキャリア形成支援教材に必要とされ

る要素として、以下の 6 つの点が挙げられる。

（1）学部入学後の早い段階からのキャリア形成意識の養成

早い段階からキャリア形成を意識させることにより、大学生活をよりよいものにすることが

でき、さらに自分の専門と将来設計がどのように結びつくか考えることを通して専門教育課程

をより充実したものにすることができる。専門が何であれ、初年次からの継続的、長期的な教

育によって、キャリア形成の土台を作ることが必要とされるであろう。

（2）「問題発見解決能力」の養成

「問題発見解決能力」は、「社会人基礎力」の「考え抜く力」の中の「課題発見力」とも重なる能

力であり、留学生・日本人に共通して必要だと言える能力である。このような能力は実際のグ
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ループでタスクに取り組む活動などを通して高まるものであり、また、短期間で身につくもの

ではないため、入学後の早い段階から養っていく必要があるだろう。グループでの話し合い・

協力、自身の考えをまとめて示すことなどは、日本人を対象とした初年次教育用の教材には見

られる内容である。また、ビジネス日本語教材でも問題発見解決能力の養成が目標とされてい

るものが近年増えている。しかし、現在ある教材は、日本人用の初年次教育用の教材と留学生

用のビジネス日本語という大学教育の入口と出口に分断されている。そのため、今後の教材に

は、初年次の早い段階から学部卒業までの長期的な視野のもと、コース全体、学部全体などで

継続的・体系的に教育を行っていくことを念頭に置くことが求められる。

（3）「人間関係構築力」の養成

「人間関係構築力」は菅長・中井（2015a）でグローバル人材として必要な資質であると指摘さ

れており、日本人を対象とした初年次教育用の教材でも言及がされているものもある。友納

（2015）で、留学生は異文化の中で人間関係を構築することに困難を感じて支援を求めている

と述べられているように、留学生のための人間関係構築力の養成には、留学生に特化した内容

を教材に盛り込むべきだと考えられる。

（4）日本社会や企業文化に関する基礎知識の提供

留学生には、日本社会や企業文化の知識が不足していると考えられる。例えば、日本で就職

する際は希望の部署に就職できるとは限らないといった日本の就職に関する知識がないため

に、留学生の方が日本人学生よりも企業カルチャーショックが大きくなる可能性がある。早い

段階から日本の就職のシステムを周知することで、具体的に就職までに必要な過程が明白とな

る。そのことにより、留学生は日本人学生よりも就職活動準備が遅くなりがちだと言われる問

題 3) にも対応できるであろう。

（5）多様な働き方の選択肢の提示

鈴木（2016）でも指摘されていたように、留学生は多様な背景を有しており、母国、日本、

他国での就職といった選択肢を意識せざるをえない。様々な人生の選択肢が考えられる中にお

いて、就職活動を目的とした職業観を養うだけでなく人生観を養うことも重要ではないかと思

われる。

（6）留学生の日本語レベルに応じた理解しやすい表現での記述

徳間・田川（2015）で述べられていたように、留学生には日本語力の問題が大きい。例えば、

菅長・中井（2017）では、国費留学生へのインタビュー調査の結果から、大学入学後の困難点

として、講義の聞き取り、板書の読み取り、語彙の理解などの勉学上の壁が人間関係構築上の

壁とともに挙げられている。日本語力が上級レベルに達していない留学生にとって、日本人が

使用する教材は語彙や文型の意味の理解に時間がかかり、内容を読み取り、自身のキャリア形
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成を意識するところまで到達させるのは難しいのではないかと思われる。教材には、日本語の

表現の面でも留学生に配慮した記述が望まれる。

これらの 6 つの点に配慮し、留学生へのよりよいキャリア形成支援を行うことにより、キャ

リア形成の意識が進み、大学生活もより充実するのではないだろうか。

5.	具体的な教材設計に向けて

前章では、先行研究および教材分析の結果をふまえ、留学生に特化した教材に盛り込むべき

点を 6 つ挙げた。さらに、本章では具体的な教材設計について一歩ふみこんで考えてみたい。

まず、長期的なキャリア形成意識を養うために、キャリア形成支援の授業を受けた後も、学

習者が自律的に継続して自己内省していける教材であることが肝要である。そのためには、留

学当初から、段階的、継続的に自身の考えや成長を記録していけるポートフォリオ的な振り返

り活動を盛り込んだ教材が有用であると考える。ポートフォリオのように、自分の成長や考え

方の変遷が振り返れる教材であれば、長期的な教育を行うことが可能となるであろう。

次に、教材の具体的な形式である。具体的な形式としては、元留学生へのインタビューの語

りの読み物教材を基本とする。菅長・中井（2017）は、国費学部留学生が大学入学後に直面す

る困難点や克服方法について分析・考察したものであるが、これらの留学生の困難点と克服法

を、教師からの助言ではなく先輩からのエピソードとして伝えることが有効であろうと述べて

いる。実際に、日本人対象の初年次教育用の教材の中には、コラム的なページとして一部先輩

の語りを載せているものも見られたが、それらはこういった効果を狙ったものと考えられる。

同じ留学生の先輩の経験談であれば、特殊な経験談・成功談として認識するのではなく、自身

に関連付けてとらえることができるであろう。

またその語りは、できる限り多くの職業、働き方などに触れられるようにすることが有用だ

と考える。それぞれの留学生の専門分野によってキャリア形成の仕方は異なるが、先輩留学生

の語りの中で具体的な専門の話を出し、これを参考に抽象化して議論し、様々な専門の学生に

も参考になる普遍性を見つけているような形をとることが有益であると思われる。さらに、学

生自身が先輩などにインタビューしたり調べたりするタスクを設けることで、個別の専門的事

項についても対応できるであろう。

先輩の留学生活上の成功例・困難例（部活、アルバイト、ゼミ、就職活動中のネットワーク

力の大切さ、留学・就職の成功の秘訣、克服法）などには、就職活動時に知るのではもう間に

合わないことも多い。これらの早く知っておくべき情報を盛り込み、学生時代に時間をかけて

培っておくべき知識、姿勢、態度などを養うことも必要である。

また、留学生は日本語力の点からも、日本社会への知識が少ないという点からも、人的リソー
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スが限られるという点からも、情報へのアクセスが日本人と比べて困難になることが考えられ

る。そこで、情報へのアクセスの仕方を教材に盛り込むことも必要であろう。また、社会に関

心が薄い留学生の存在も教師の声として聞かれることがあるが、社会の様々なことについて興

味を持ち、自分で調べていける力の育成が教材には必要とされるであろう。

おわりに

以上、留学生が大学入学後の早い段階から自身のキャリアを意識し、日本での就職を含め、

多様な働き方を選択していけるように支援するための教材を開発することの重要性を指摘し

た。本研究では、留学生に特化したキャリア形成支援教材の必要性を主張したが、今後は、日

本語教育からの知見や留学生教育研究からの知見を発信することで、日本人教育にも良い影響

を与えることを考えていく必要もあるであろう。留学生と日本人学生が双方の立場から議論し

共に学べる機会を増やせるような教材は、今後より一層需要が増すと考えられる。留学生のキャ

リア形成支援から見えてくるものは、今後の日本社会のグローバル化にも様々な示唆を与える

であろう。

注

1) 経済産業省 HP によると、社会人基礎力とは、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために 
必要な基礎的な力」であるとされている。具体的には、3 つの能力と 12 の能力要素から成るものとさ

れている。

 　前に踏み出す力（アクション）：主体性、働きかけ力、実行力

 　考え抜く力（シンキング）：課題発見力、計画力、創造力

 　チームで働く力（チームワーク）：発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力

2) 初年次教育とは、「高等学校から大学への円滑な移行を図り、大学での学問的・社会的な諸経験を“成功”

させるべく、主として大学新入生を対象に作られた総合的教育プログラム」（文部科学省 HP（中央教育

審議会）2008:4）である。また、その具体的内容は「（大学における学習スキルも含めた）学問的・知的

能力の発達、人間関係の確立と維持、アイデンティティの発達、キャリアと人生設計、肉体的・精神

的健康の保持、人生観の確立など、大学における教育上の目標と学生の個人的目標の両者の実現を目

指したもの」（同）である。

3) 西谷（2011）では、修士課程 1 年目の留学生は、入学後半年で就職活動を開始しなければならないが、

日本の就職活動は母国と全く異なるためいつの間にか時間がすぎてしまったという例を挙げている。

付記

本研究は、H26 ～ H28 科学研究費助成事業挑戦的萌芽研究（26580092）「文部科学省国費学部留学生のキャ

リア形成―グローバル人材のロールモデル」（研究代表者：菅長理恵）による研究成果の一部である。また、

第 48 回日本語教育方法研究会において同タイトルで発表した際、多くの方に関心を寄せていただき、多

角的なコメントを頂戴しました。記して謝意を表します。
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