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外国人留学生のキャリア教育研究の動向と今後の展望
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１�背景と目的

　1．1　社会的背景

　グローバル社会を迎え、世界では高度人材と呼ばれる
人材の獲得競争が起こっている1）。日本では、高等教育
でのグローバル化に対応した人材育成が注目されている。
　文部科学省は2012年から大学・短期大学を対象に、産
業界のニーズに対応した人材育成の取り組みを行うプロ
グラムを支援する「産業界のニーズに対応した教育改善・
充実体制整備事業」を実施している。また、産業界から
の高等教育に対する人材育成の要請は、エンプロイアビ
リティとも言われる「社会人基礎力」によって示されて
いる。このように、社会で求められる人間形成に寄与す
る教育を行うことが、高等教育に求められており、キャ
リア教育への期待は大きい。
　ところで、高等教育に在籍するのは日本人学生だけで
はない。文部科学省が2008年に発表した「留学生30万人
計画」を背景に、大学などの高等教育機関において外国
人留学生の受け入れ数が増加している。この「外国人留
学生30万人計画」は、外国人留学生を30万人受け入れる
ことと、外国人留学生の日本企業への就職を支援するこ
とを目標としている。
　国立大学協会は国際化目標として、2020年までに在学
生における留学生の割合を10%にすることを目標として
いる2）。このように増加が見込まれる外国人留学生だが、
現在、正規生として大学に在籍する半数以上の外国人留
学生は、卒業後の進路希望において日本で就職すること
を希望している3）。したがって、今後、受け入れる外国
人留学生が増えるということは、日本企業に就職を希望
する外国人留学生も増加することが見込まれる4）。
　外国人留学生が就職先として希望する日本企業は、グ
ローバル化や労働人口の減少に対応するためのグローバ
ル人材として外国人留学生に注目しており、多くの日本
企業が留学生の採用を検討している5）。そして外国人留学
生を採用した企業の８割が、引き続き外国人留学生を採
用する意志があることを明らかにしている。このことか
ら、外国人留学生を採用する企業の数や、採用される外

国人留学生の人数が将来的に増加することが予測される。
　このように、日本の大学では、日本企業に就職を希望
する外国人留学生の人数が増加することが予測される。
また、外国人留学生の採用を希望する企業が存在するこ
とから、高等教育では外国人留学生へのキャリア支援が
必要となっている。
　しかしながら、実際の外国人留学生の就職率は、日本
人の学生に比べると低い傾向にある6）,7）。外国人留学生
の日本企業への就職率が低い要因には、日本独自の就職
試験の難しさなどの就職活動に関する課題が指摘されて
いる8）,9）。また、外国人社員を受け入れた過去の経験が
採用側の行動を規定することが報告されている10）。これ
らの背景には、外国人留学生に対する大学の支援体制や、
留学生教育などの大学のキャリア教育に課題があると指
摘されている11）,12）したがって、現在大学で行われてい
る外国人留学生に対するキャリア教育が途上段階である
ことが、外国人留学生の就職率を規定していると思われ
る。

　1．2　目　的

　以上のような問題意識により、本稿では外国人留学生
のキャリア教育に関するこれまでの研究動向について概
観し、今後の展望を明らかにすることを目的とする。
　外国人留学生のキャリア教育の研究動向を概観するに
あたり、まず、日本における外国人留学生の「高度人材」
としての位置づけについて述べる。その後、外国人留学
生のキャリア教育に関する研究および、その理論背景と
なるエンプロイアビリティ論について述べる。そして、
エンプロイアビリティ論に関連して、就職後の初期就業
状況に着目したキャリア教育研究を概観する。
　これまでの外国人留学生のキャリア教育研究の動向か
ら、今後の課題および展望に示唆を得る。

２　�日本社会における外国人留学生の位置づけと留
学生キャリア教育

　本章では、日本における外国人留学生の位置づけにつ
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いて述べ、外国人留学生のキャリア教育に関する先行研
究について概観する。その後、理論背景となるエンプロ
イアビリティ論および、エンプロイアビリティ論に関連
した就職後の初期就業に着目したキャリア教育研究を概
観する。

　2．1　�日本社会が求める「高度人材」と外国人留学生が
希望する働き方の齟齬

　社会のグローバル化や企業活動のボーダレス化が進み、
外国人留学生には、先端的分野の技術者や海外とのビジ
ネスの仲介者としての役割が期待され、留学生を中心と
した高度人材の獲得競争が展開されるようになった13）。
　1981年11月21日の朝日新聞には、西武流通グループが
民間企業で初めて外国人留学生を採用したと掲載されて
いる14）。1980年代及び1990年代の日本に関連する外国人
労働者の論文調査を行った中川（2003）15）によると、
1982年の「労働時報」第2611号の特集が最も古く、この
特集には、前述の西部流通グループにおける外国人留学
生の採用が紹介されている。このことから、日本の大学
を卒業した外国人留学生の就職や就業に関わる研究は、
この時期から本格的に始まったと予測される。
　また、日本政府は、外国人留学生の受け入れを30万人
にすることを目標とした「留学生30万人計画」を2008年
に発表した。この計画は、外国人留学生の受け入れを増
やすと同時に日本企業へ就職を希望する外国人留学生の
就職支援を行う内容であった。このような行政の動向を
受けて高等教育機関では、外国人留学生の就職支援が求
められるようになり、各大学では外国人留学生の就職支
援のあり方を議論することとなった。
　経済産業省（2012）の調査5）によると、外国人留学生
を採用する主な目的は、「国籍に関係なく優秀な人材の
確保」が75.8％で最も多く、次に「海外との取引に関す
る業務を行うため」が53.0%、「自社（グループ）海外現
地法人との調整業務」が26.2%、「本社のダイバーシティ
政策の一環」が25.5％の順であった。このことから、外
国人留学生を採用する多くの企業は、日本人の労働人口
を起因とした人材不足を背景とした優秀な人材を確保す
ることを主な採用の理由としており、その半数はグロー
バル化に対応するための人材を確保するためとしている
ことが分かる。
　高度人材受入推進会議（2009）1）では、日本の大学に
留学した外国人留学生を、日本経済のグローバル化や少
子化に起因する人材不足の担い手となる人材という期待
から「高度人材の卵」と評しているが、前述の調査結果
から鑑みると、「高度人材」とする企業側の意図は、外
国人留学生をグローバル化に対応する人材よりも、人材

不足を背景とした期待のほうが強いと思われる。
　それに対して、日本企業に就職を希望する外国人留学
生側は、グローバル化に対応するための人材として活躍
することを望んでいる。日本学生支援機構の調査3）によ
ると、卒業後の進路について、日本で就職希望と回答し
たうち、就職希望職種は、「海外業務」が38.5%で最も多く、
次いで「貿易業務」が32.8％、「翻訳・通訳」が28.2%で
ある。このように、日本企業に就職を希望する外国人留
学生の多くは、海外と関連した職種に就くことを希望し
ており、企業側が外国人留学生に求めるグローバル化対
応人材と日本人の代わりとしての「高度人材」ではなく、
グローバル化に対応するための人材として活躍したいと
希望していることが分かる。
　したがって、経済界が希望する「高度人材」と外国人
留学生が希望する「高度人材」としての役割は、グロー
バルに対応するための人材という点で一致し、日本の労
働人口の減少を背景とした日本人の代わりの人材という
点では異なると言える。
　そのため、大学のキャリア教育では、社会の要請を受
けつつも、外国人留学生が個人のキャリアを追求するこ
とを支援するために、日本企業に就職を希望する外国人
留学生に対して、どのような人材育成をするのかを考慮
し、キャリア教育の構築を進めなければならないと言える。

　2．2　�「社会人基礎力」を養成する外国人留学生のキャリ
ア教育

　外国人留学生のキャリア教育に関する調査として、「ア
ジア人財資金構想」事業が挙げられる。
　「アジア人財資金構想」事業は、2007年から2013年に
かけて経済産業省と文部科学省が協力して実施した事業
である。この事業では、優秀な外国人留学生の日本への
招聘、日本企業や日系企業での活躍の機会を拡大するた
め、産業界と大学が一体となり、留学生の募集・選抜か
ら専門教育、日本語・日本ビジネス教育、就職活動支援
までの人材育成プログラムを実施する内容である。
　このように、外国人留学生の就職支援から人材育成ま
でを体系化することを試みる事業であった。そして、企
業が大学教育に求めているものが具体的に何なのか不明
瞭であるという、外国人留学生のキャリア教育研究の課
題16）に対して、実態を明らかにするものであったと言
える。
　この事業では、外国人留学生を採用する企業を対象に
質問紙による調査5）を行っている。質問紙では主に、今
後の外国人留学生の採用予定、採用試験について、企業
における留学生の活用への取り組みや成果、教育機関に
求める留学生教育について尋ねている。そして、以下の
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ような点を明らかにした。
　まず１点目は、企業が教育機関に求める留学生教育は、

「日本の企業文化への理解を促す教育」、「日本語能力（日
常会話・読み書き）」が６割以上を占めていることであ
る。その背景の１つとして、企業が求める程度の日本語
コミュニケーション能力を有する外国人留学生が少ない
ことが上げられている。
　２点目は、外国人留学生を採用する７割近くの日本企
業は、外国人留学生の採用方法として、日本人新卒募集
と同じプロセスを実施していることである。また、「外
国人向け合同企業説明会に出展」、「日本人と別に枠を設
けて採用」、「留学生のネットワークを利用した採用」、「外
国人採用実施を広報媒体に明記」などの、外国人留学生
の就職活動の実態に対応した回答があり、それらは全体
に占める割合は少ないものの、増加傾向にあることであ
る。
　３点目は、外国人留学生を社員として受け入れる企業
側に課題が存在する点である。４割近い企業が、採用の
見極めについて「うまくいっていない」と回答しており、
外国人留学生の優秀な学生の能力判定が難しいことが採
用課題の１つであると述べている。また、採用課題には、
社内の受け入れ態勢が未整備であることを明らかにして
いる。
　このような調査結果を踏まえ、「日本企業の基本的な
ビジネスマナー教育」や「ビジネスシーンで使用する高
度な日本語教育」、「社会人基礎力の育成」など、企業
で働くための予備教育的な知識やコミュニケーション能
力の育成が留学生の就職支援に必要であると指摘してい
る。そして、具体案として、外国人留学生に対するビジ
ネス日本語と企業文化理解などのビジネス教育の実施を
提案している。
　ビジネス日本語では、相手や場面に応じて使い分ける
コミュニケーション能力や、ビジネス文書の作成・読解
に関する教育的支援を提案している。ビジネス教育では、
日本の就職活動や企業の採用方法や、就業後のための日
本的組織の説明などを提案している。
　このように提案された一連の教育に対する評価ツール
として、「日本語チェックリスト」と「社会人基礎力チェッ
クリスト」を提案している。日本語に関する評価は「日
本語チェックリスト」を用い、言語以外の評価は「社会
人基礎力チェックリスト」を用いる内容である。この「社
会人基礎力チェックリスト」は、経済産業省が提唱して
いる「社会人基礎力」をもとに作成されたものである。
　このように、外国人留学生のキャリア教育を確立する
ために実施された事業は、ビジネスに関する日本語能力
の育成の他に、日本企業のビジネスに関する教育や企業

文化へ慣れることなどの「社会人基礎力」を育成するこ
とを提案している。
　では、外国人留学生の人材育成の目標となる「社会人
基礎力」とは、どのようなものなのだろうか。

　2．3　�「社会人基礎力」の理論的背景：エンプロイアビリ
ティ論

　「社会人基礎力」は、2006年に経済産業省が提唱した
ものであり、「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」と定義されている17）。
　社会人基礎力の主要な能力は、「前に踏み出す力」、「考
え抜く力」、「チームで働く力」の３つである。そして、
これら３つの能力は、12個の要素から構成されるとして
いる。経済産業省が、こうした「社会人基礎力」を提唱
した背景には、職場や地域社会で活躍するために必要な
能力は、これまで自然に身につくと考えられており、明
確な定義は与えられてこなかったということがある。そ
して、職場や教育が変化する中、このような能力に明確
な定義を与え、意識的な育成の対象と捉えることに意義
があると述べている17）。
　この「社会人基礎力」は、「エンプロイアビリティ」
と見なされている18） , 19）。エンプロイアビリティとは、「雇
用される能力」と一般的に訳される18）。エンプロイアビ
リティ研究において、多くの研究で用いられる定義は
Yorke （2004）の定義である。Yorke （2004）20）は、エン
プロイアビリティを、「職を得る可能性及び選択した職
業において成功する可能性を高めるアチーブメント（ス
キル、理解及び個人的属性）のセットであり、本人、労
働者、コミュニティ及び経済に恩恵をもたらすもの」と
している。
　エンプロイアビリティの概念は「職を得る能力」と「雇
用される能力」という異なる概念に分けられるとされて
いる。Fugate 他（2004）21） は、「職を得る能力」は、キャ
リアアイデンティティ、人的資源、適応力の３つの要素
から構成されるとしており、Ashley（1998）22）は、キャ
リア向上に必要なエンプロイアビリティは、問題解決、
チームワーク、経営管理・組織化、コミュニケーション
の４つであると述べている。また、経済団体連合（以下：
経団連）は、エンプロイアビリティは「職を得る能力」
と「職場でキャリアを向上する能力」で構成されるもの
としながら、それらを構成する要素は異なる一方で重な
る部分もあると述べている23）。
　国内外の高等教育のキャリア教育は、このようなエン
プロイアビリティを、学生のキャリア形成支援の一つと
して注目している。
　海外の高等教育におけるエンプロイアビリティは、「プ
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ロフェッショナルな成功」という前提で育成する人材像
が捉えられている24）。そして、就労状況やトレーニング
から見たエンプロイアビリティの評価25）, 26）などの職業
的レリバンス研究が行われてる。
　英国のエンプロイアビリティの実態を調査した大森

（2011）27）は、政府と大学と経済界の連携による取り組
みが学士課程から博士課程までカバーしており、学問を
基盤としてエンプロイアビリティを育成しようとしてい
ると述べている。このように、海外の高等教育における
エンプロイアビリティ研究は、エンプロイアビリティの
育成によってどのような人材を養成するのかが明確であ
る。
　一方、日本におけるエンプロイアビリティは、さまざ
まな政府機関が、それぞれにエンプロイアビリティ論を
展開している。例えば、厚生労働省はエンプロイアビリ
ティを「就業能力」と定義している28）。そして、就業能
力の基本的能力を、（1）職務遂行に必要となる特定の知
識・技能などの顕在的なもの、（2）協調性、積極的等、
職務遂行に当たり、各個人が保持している思考特性や行
動特性に係るもの、（3）動機、人柄、性格、信念、価値
観等の潜在的な個人的属性に関するものとしている。
　文部科学省が提唱している「学士力」もエンプロイア
ビリティとして位置づけられている17）。「学士力」の構
成要素は、（1）専攻する特定の学問分野における基本的
な知識を体系的に理解するという「知識理解」、（2）コ
ミュニケーション・スキルや論理的思考力などの知的活
動でも職業生活や社会生活でも必要な技能である「汎用
的技能」、（3）自己管理力やチームワーク・リーダーシッ
プなどの「態度・志向性」、（4）統合的な学習経験と創
造的思考力および、自らが立てた新たな課題を解決する
能力としている29）。
　また、経済産業省が提案する「社会人基礎力」は前述
のとおりである。
　これらのエンプロイアビリティ論のうち、経済産業省
が提唱する「社会人基礎力」は、外国人留学生の人材育
成の基盤とされている。しかしながら、育成する人材像
である「多様な人々と仕事をしていく」程度がどのよう
なものなのかが明らかではない。若年離職者を予防でき
る程度の人材を想定とするのか、最低限に職を確保する
ものなのか、それとも個人のキャリア形成を中心とした
ものなのか、海外のように「プロフェッショナルな成功」
のような目標として目指すべき人材像については言及さ
れておらず、具体的な人材育成の射程が不明瞭である。
　エンプロイアビリティに関する研究では、「職を得る
能力」と「就業能力」の相関関係30）や、「職を得る能力」
と「就業能力」における人的資本の必要性19）などのエ

ンプロイアビリティの概念を議論した研究群がある。ま
た、大学生の就職能力とキャリア発達の関係18）、大学生
活における正課内・正課外活動と社会人基礎力の関係31）

など、「社会人基礎力」をエンプロイアビリティの指標
として用いたトランジション研究群がある。
　このように様々な研究が行われているものの、社会人
基礎力の理論的背景となるエンプロイアビリティ研究に
おいて、どのような人材を育成するのかという人材像に
関する議論や研究は管見の限り明らかではない。

　2．4　�就職後の「初期キャリア」に着目したキャリア教
育研究

　近年では、職場適応に関する指導・支援するなどの就
職後を見据えた指導を行うことが大学のキャリア教育に
求められている32）。その背景には、職業意識や勤労意識
の希薄さが、学卒者の早期離職や組織への不適応を招く
ことが指摘されていることが挙げられる33）, 34）。
　また、企業へ就職した後に始まる「初期キャリア」は、
若手として実力を身につけ、将来のリーダーとしての役
割の基礎を作る重要な時期とされている35）。そのため、
よりよい初期キャリアの形成をするには、大学時代まで
に培った経験や人間関係などが重要であるという人的資
本論の立場から、大学卒業後に就職した後の「初期キャ
リア」形成に関する研究が進められている36）。
　初期キャリアに関する研究では、木村（2014）や舘野

（2014）がある。職業社会参入後のキャリア形成に着目
した木村（2014）31）は、職場での初期キャリアの成否は
大学生活の影響を受けることを明らかにしている。また、
舘野（2014）37）は、大学時代の人間関係が組織への適応
に有効であることを示唆している。このように、大学時
代のどのような経験や人間関係が、入社後の初期キャリ
アの形成に効いているのかを究明する研究がなされてい
る。このように、大学時代の経験や人間関係が資本とな
り就職後のキャリアが形成されることは、日本人学生だ
けでなく外国人留学生にも同様のことが言えると思われ
る。
　初期キャリアの時期にあたる外国人社員の就業状況を
調査した鍋島（2015）38）は、外国人社員は職場において
異文化と感じた疑問を留学時代に蓄積した人間関係を使
用して解決しており、それらは外国人社員のキャリア形
成の一助になっていることを明らかにした。そして、初
期のキャリア形成と留学時代の経験に相関がある可能性
を指摘している。このことからも、外国人留学生を対象
とした研究において、入社した後の初期キャリア形成に
射程を置いた研究が有効であると考えられる。
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３　先行研究の課題と得られた示唆

　3．1　先行研究の課題
　3．1．1　�育成する人材像が不明瞭な外国人留学生のエン

プロイアビリティ論
　経済界において外国人留学生は、グローバル化に対応
する人材・労働人口の減少による人材不足に対応する人
材としての「高度人材」と位置づけられる存在であった。
そして、外国人留学生側の場合、グローバル化に対応す
る人材という意味での「高度人材」として日本企業で働
くことを希望していた。外国人留学生の就職支援を盛り
込んだ「留学生30万人計画」を背景とした大学では、日
本で就職を希望する外国人留学生の就職支援が求められ
ており、今後、どのような「高度人材」を育成するのか、
外国人留学生のキャリア教育の在り方を考慮する必要性
が示唆された。
　外国人留学生のキャリア教育を体系化することを試み
た「アジア人財資金構想」事業は、外国人留学生の日本
企業や日系企業への就職を促すことを目標として、経済
産業省と文部科学省が協力して実施された事業であっ
た。そして、外国人留学生を採用する企業へ調査を行い、
課題を抽出することで、「社会人基礎力」を育成するた
めに必要な要素を明らかにし留学生教育へ提案するもの
であった。
　しかしながら、「社会人基礎力」の人材育成像は、定
義で述べる「職場や地域社会で多様な人々と仕事をして
いく」にのみ触れられており、具体的にどのようなレベ
ルのものなのか明確に述べられていない。また、社会人
基礎力の理論的背景となるエンプロイアビリティ研究群
において、どのような人材を育成するのかという人材像
に関する議論は見られなかった。
　外国人留学生の場合、日本社会と外国人留学生の希望
との間に齟齬があるものの、「高度人材」という位置づ
けが明確である。このように育成すべき人材像が明瞭で
ある外国人留学生のキャリア教育を、育成すべき人材像
がどのようなものなのか不明瞭であるエンプロイアビリ
ティ論に立った社会人基礎力に位置づけて議論すること
は、結果として、「高度人材」という前提が含意されて
いないことになる。目的となる人材像が不明瞭であるか
らこそ概念を広く捉えることができるかもしれないが、
射程が広すぎるが故に、緻密な議論ができなくなる恐れ
がある。
　さらに述べるならば、グローバル人材育成推進会議

（2012）39）は、日本人学生を対象に社会のグローバル化
に対応する「グローバル人材」の育成を提案している。「グ
ローバル人材」の要素は、（1）語学力・コミュニケーショ

ン能力、（2）主体性、・積極性、チャレンジ精神、協調性・
柔軟性、責任感・使命感、（3）異文化に対する理解と日
本人としてのアイデンティティとしている。また、社会
の中核を支える人材の資質として、幅広い教養と深い専
門性、課題発見・解決能力、チームワークと（異質なも
のの集団をまとめる）リーダーシップ、公共性、倫理観、
メディア・リテラシーなどが必要であることを述べてい
る。
　このように、日本人学生を対象としたグローバル化に
対応した人材については、社会人基礎力の他に、上述の
ような能力を求めている。このことからも、外国人留学
生のキャリア教育を論じるには、新たなエンプロイアビ
リティ論を確立する必要があると思われる。

　3．1．2　�企業側のグローバル化を考慮していない外国
人留学生のキャリア教育研究

　「アジア人財資金構想」事業では、企業が大学に求め
るものを中心に抽出し、外国人留学生の人材育成のあり
方を具体的なキャリア教育プログラムとして提案するも
のであった。
　しかしながら、現在、経済界の要請にそのまま答えて
良いのかという議論が起こっている。白井（2011）6）は、
外国人留学生に対する企業の要望を網羅しようとすると
そのハードルは高く、企業によって特にこだわる資質が
どこなのかがわからないと、キャリア教育の現場からの
課題を述べている。また、企業側がグローバル化などの
社会変化に対して準備段階であることを受けて、グロー
バル化に向けた企業の環境整備や外国人留学生採用の雇
用のあり方を見直すべきとする議論がある40）, 41）。
　前述のように、「アジア人材資金構想」事業の調査結
果からは、採用過程において企業側には外国人留学生を
見極めることへ課題が存在することが明らかとなってい
る。このことは、採用者の戸惑いの現れとも思われる。
そのため、外国人留学生をどのように採用するか悩む状
態にある産業界の要請を、そのまま外国人留学生のキャ
リア教育に持ち込むことには慎重な議論が必要であると
思われる。
　また、「アジア人財資金構想」事業の調査結果からは、
数は少ないものの外国人留学生に配慮した採用方法を実
施する企業も増加し、外国人留学生の採用形態が多様化
していることが確認された。このように企業側に変化が
見られることを言及しているにも関わらず、具体的な留
学生に対するキャリア教育の提案には、その知見が盛り
込まれていなかった。したがって、今後は、外国人留学
生の人材像を明確にした上で、企業側も変化しうること
を前提とした外国人留学生のキャリア教育のあり方を議
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論する必要があると言える。

　3．2　 先行研究から得られる示唆：外国人留学生の入社
後の「初期キャリア」

　前述のように、近年ではキャリア教育研究において、
就職後の初期キャリアの重要性が指摘され、初期キャリ
アに着目した研究が実施されていた。そして、これらの
研究では、入社後のキャリア形成に大学時代の経験がど
のように関連するのかを明らかにするものであった。ま
た、外国人社員の実態調査を行った鍋島（2015）38）の調
査からは、初期キャリアの形成時期の外国人社員の職場
満足は留学時代に蓄積した人間関係と相関が見られる可
能性が示唆された。
　このように、就職した後に始まる「初期キャリア」の
形成を射程に入れたキャリア教育研究が行われており、
初期キャリア形成の研究の重要性は、外国人留学生に対
しても言うことができる。
　日本企業における外国人社員のキャリア形成に関する
研究は、外国人社員のキャリア形成を規定する要因につ
いて議論する研究がある。塚崎（2008）42）は、キャリア
形成を阻害する要因について、外国人社員のキャリア観
との日本企業の雇用管理が一致していないこと、外国人
社員の企業の外国人社員に対する評価などの外国人社員
をとりまく職場環境に課題があると述べている。
　吉本（2009）43）は、外国人社員のキャリア形成を規定
する要素として、コミュニケーションのための言語能力
や、異文化適応とストレスがあることを指摘している。
このような言語以外に関する課題は、日本語を使用して
働く外国人社員にも存在する。近藤（2007）44）は、高次
の日本語を使用する外国人社員日本人と外国人のコミュ
ニケーションには、仕事にまつわる慣行の相違や、文化
習慣の相違などの言語以外の問題があり、日本人の間で
は自然に営まれている行動が、外国人には理解しくいと
述べている。
　このように、日本語が堪能とされる外国人社員と日本
人社員との間には、日本特有の文化習慣や異文化理解の
課題があることが明らかになっており、これらの研究群
は、相手の文化を理解することや配慮することを指摘し
ている。
　しかしながら、実際の働く場面において、相手の文化
背景を理解するだけでよいのだろうか。職場で与えられ
た役割や職務を遂行する上で、文化背景に起因した実践
的な課題が発生することが考えられる。そのため、それ
らを課題として乗り越える必要もあるだろう。また、様々
な外国籍の社員が参入し、職場が多国籍化するケースが
増えている。そのため、一人ひとりの文化背景を知り違

いを理解することにも限界があると思われる。さらに外
国人留学生を対象として述べるなら、多くの外国人留学
生が就職する企業は中小企業である。中小企業には、人
的資源が少ないとされている。
　したがって、異文化として違いがあることを認め合う
人材育成よりも、文化差異に起因する課題を、どのよう
に乗り越えるのか、そして課題を乗り越える人材をどの
ように育成するのかについて議論するほうがより現実味
があると思われる。
　外国人留学生という背景を持つ外国人社員の、初期
キャリア形成を促進する日本人上司の行動を明らかにし
た研究がある。島田・中原（2014）45）は、外国人社員の
適応には、「上司の一般的な支援」及び「上司の相手の
異文化理解」が影響を与え、定着には「上司の一般的な
支援」、「相手文化への理解」、「日本文化説明や異文化内
省支援」、「日本語支援」の４つが促進する要因であるこ
とを明らかにした。そして、組織に慣れ、組織の一員に
なるためのプロセスには、日本人側の外国人社員の文化
理解が有効であることを指摘した。
　また、初期キャリア時期にあたる外国人社員と日本人
社員の協働関係を対象に、キャリア形成支援のあり方を
議論した研究がある。
　鍋島（2015）46）は、外国人社員と日本人社員にはOJT
への捉え方の相違があることを明らかにし、それらが外
国人社員のキャリア形成を阻害していると述べている。
また、異なるOJTへの認知状況を双方に見せる試みを行
い、外国人社員のOJTに対する認知を日本人上司は理解
することができないことを明らかにした。このような
日本人上司に対する外国人社員の行動には、直接問題を
指摘する行動と、直接問題を解決するのではなく双方に
とってメリットのあることを提案する行動が見られ、直
接問題を伝えない方法による職場の改善案が、実際の職
場で実施されたことを明らかにした。そして、日本人社
員と外国人社員の協働関係の構築のためには、双方に対
して葛藤状況を乗り越えることへの支援が重要であり、
外国人社員側には、気づかせる行為と統合的な方法によ
る解決アプローチが求められると述べている。
　このように、外国人留学生には、初期キャリア形成に
おいて様々な課題があることが示されている。したがっ
て、今後は、学校から職場という移動によって生じる外
国人社員のキャリア形成に関する課題を教育的支援に還
元するキャリア教育研究が必要であると言える。

４　外国人留学生のキャリア教育研究の今後の展望

　本稿では、外国人留学生のキャリア教育に関する先行
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研究を概観した。
　その結果、外国人留学生は、経済界では「高度人材」
と位置づけられている存在であり、政府からは就職支援
を行うことが要請されていた。そして、外国人留学生を

「高度人材」として育成することがキャリア教育に求め
られていることが明らかとなった。
　外国人留学生のキャリア教育に関する研究の概観から
は、外国人留学生のキャリア教育就職活動への支援の他
に、企業文化へ慣れることなど外国人留学生に「社会人
基礎力」を育成することを提案していることが明らかと
なった。しかしながら、「社会人基礎力」の前提となる
エンプロイアビリティ論は、どのような人材を育成する
のかという人材像が明確ではなかった。このように、「高
度人材」という明確な人材像が付与されている状況と、
実際のキャリア教育に齟齬があることが明らかとなった。
　そして、外国人留学生のキャリア教育に関する調査で
は、グローバル化に対応する企業側の変化という知見が
見逃されていることが明らかとなった。そのため、企業
側も変化することを前提とした「エンプロイアビリティ」
のあり方を議論する必要があると言える。
　また、先行研究から示唆されたことは、初期キャリア
の形成に着目して高等教育のキャリア教育を論じる視点
である。「社会人基礎力」の理論背景となるエンプロイ
アビリティ論に関する研究には、就職した後の最初の
キャリア形成期にあたる初期キャリアに関する研究が見
られた。また、外国人留学生を対象の研究において初期
キャリア形成に大学時代の経験が関わっている指摘が
あった。このことから、外国人留学生の職業社会におけ
る初期キャリアを視野に入れた高等教育のキャリア教育
の議論とう知見が得られた。
　以上のことから、今後の外国人留学生のキャリア教育
研究の展望として、外国人留学生を「高度人材」として
位置づけたエンプロイアビリティを論じること、初期
キャリアにおける職場課題をどのように外国人留学生の
キャリア教育に取り入れるのかという議論が必要である
ことが示唆された。この研究は、ひいては、高等教育に
おけるグローバル人材を対象としたキャリア教育研究に
貢献することが期待される。
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A Review into Foreign Student “Career Education” and
Future Implication

Yuki NABESHIMA

　This paper is a review of past research trends concerning “career education,” in reference to foreign 
students in Japan, and aims to clarify what implications these might have on any future research.
　In order to review the research on foreign students’ career education, this paper will describe the po-
sition of foreign students in Japan. There will then be a review of trends in research on foreign students’ 
career education and a description of the background of employability theory, as well as an overview of 
the research on employability. 
　The findings in this study are as follows:

（1） Regardless of the cultivation of “highly skilled” foreign students, employability theory in Japan does 
not take into consideration human resource.

（2） Research into foreign students’ career education overlooks the fact that companies are susceptible 
to change at the hands of globalization, and instead focuses on the students attempts to fit into a Japa-
nese company.

（3） This research is significant as it specifically focuses on the challenges of early career development 
for foreign employees in the work place.
　In future research, it would be valuable for employability theory to discuss “highly-skilled” foreign stu-
dents, and the challenges they face during the early stages of their career in the work place.
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