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日本での就労時に留学生が持つ違和感の調査報告
―日本人学生との対照分析を通して―

１．研究背景と目的　

　少子高齢化が進む我が国では、今後大幅な人口減少が
予想され、内閣府（2014）の調査によると2060年には日
本の人口は、現在の三分の二まで減少すると見られてい
る。同時に2013年には7901万人と見られた生産年齢人口
は、2060年には半数に近い約4400万人へ減少すると推定
されており、このままでは、国力の低下を招くことは必
至である。
　日本政府はそのような現状を打開すべく、「日本再興
戦略改訂2014」（2014）の中で、外国人材の活用、特に
在日外国人留学生（以下、留学生）を、これからの日本
を支える高度外国人材の「卵」であると位置づけ、留学
生の積極的な日本企業への就職を促す政策を打ち出した。
　日本政府は以前より、積極的な留学生の受け入れを
行っており、2020年を目途に30万人を目指すという「留
学生30万人計画」（2008）を提唱し、留学希望者への日
本留学への関心を呼び起こす動機づけから、日本への入
国・入試の円滑化、留学後の生活サポート、そして卒業
後の日本企業社への就職と、一貫性のある方針を骨子と
し優秀な留学生の獲得に力を注いでいる。その結果、我
が国の留学生は着実に増え続けており、日本学生支援機
構（2017）の調査によると、平成28年の日本への留学生
数は239287人と過去最高を記録した１。
　留学生の増加と相まって日本で働く外国人労働者も増
えており、平成28年の厚生労働省の調査では初めて100
万人を突破した２。外国人労働者の在留資格別の内訳を
見てみると、留学を含む「資格外活動」が全体の22.1％
を占めており、これは、永住者や日本人の配偶者を含む
「身分に基づく在留資格３」（38.1％）に続いて、全体の
２番目に多い割合である。この結果からも、増え続けて
いる日本における留学生の労働力が、現在の日本社会に
は欠かせない大きな力となっていることが示唆される。
　日本政府は、この外国人労働者数の増加について「留
学生30万人計画」の骨子にも挙げられている「留学生の
日本企業への就職支援の強化」が一因であるとの見方を
示しているが、留学生たちの卒業後の日本企業への就職

支援は、決して満足のいくものとは言い難い。日本学生
支援機構「私費外国人留学生生活実態調査概要」（2015）
によると、日本での就職を希望する留学生は全体の
63.6％であるが、そのうち在留資格を「留学」から就労
への資格へ変更した数などから算出した日本で就職する
ことができた留学生は約57.7％と推定される。（法務省、
2016）つまり、半数近い40％強の留学生たちは、日本で
の就職を望みながらも、それが叶わず母国や日本以外の
国での就職を余儀なくされているという実状が見受けら
れる。
　また、日本政府は、留学生をこれからの日本を支える
高度外国人材の「卵」であると位置づけたにもかかわら
ず、高度人材として認められる在留資格「専門的・技術
的分野の在留資格４」の国籍別割合は、G7/8等（イギリス・
アメリカ・ドイツ・フランス・イタリア・カナダ・ロシア・
オーストラリア、ニュージーランド）が58.6％、韓国が
43.5％であるのに対して、日本において一番多い留学生
を有する中国 が24.4％、２番目に多いベトナム５、３番
目に多いネパール５に至っては、それぞれ7.2％、8.9％と、
極端に少ない割合になっている。（厚生労働省、2016）
このことからも日本政府が理想としている、留学生を高
度人材の卵として日本企業に就職させ活躍させるという
政策は、まだ満足な効果をあげるには至らず、多くの優
秀な外国人材を海外に再び流出している現状が窺える。
　留学生の日本企業への就職を阻む要因としては、日本
企業が外国人の雇用に消極的であることや、大学におけ
る留学生に対する就職指導が未確立であること、また日
本独特の就職活動に対する戸惑いなどが先行調査や研究
によって挙げられている。（労働政策研究・研修機構、
2013）しかし、日本語や日本文化に精通した高度人材の
「卵」である留学生の、日本企業への積極的な雇用の促
進は、今後の我が国における安定した労働力や利益を生
み出す鍵であると思われ、今後解決していかなければな
らない課題であることは明らかである。よって本研究で
は、留学生の日本企業への就職を阻害する諸要因の中で、
留学生が日本における就労経験を通して持った日本企業
に対する違和感に焦点をあて、具体的な事例を集積し分
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析することを試みる。その結果、就労時の違和感事例を
予測することで、留学生の日本企業への就職への不安を
削減させ、留学生の日本企業への就職促進に道筋を示し
たいと考えている。

２．先行研究概観と本研究の立場

　これまでの先行研究により、留学生は日本企業への就
職に対して不安や葛藤を持っていることが明らかになっ
ている。
　澁川・島田（1998）は、日本企業への就職を希望して
いる留学生52人に対し、日本企業へ就職することへのイ
メージを調査した。結果、約78.8％もの留学生が日本企
業への就職に「不安がある」と回答し、その不安項目に
ついて「日本語」「慣習」などの知識に関する項目より、
「差別」「人間関係」というメンタルな部分における不安
が大きいことを指摘した。同様に、具体的な留学生の日
本企業への不安要素を明らかにしようとした研究には、
松井・松岡・岡（2011）があり、中国人留学生が日本企
業に就職した際、人事処遇で日本人と差別されること、
同僚・上司との人間関係に不安を感じていることを明ら
かにしている。
　また、大学卒業後、日本企業へ就職した元留学生の現
状を調査した研究の中で、横須賀（2015）は、現在の仕
事に満足している元留学生は６割弱いるが、「仕事上、
言語・文化・習慣の違いが問題に感じることがあるか」
の問いに対して、「ある」と答えた回答が60.9％見られ
たと述べ、具体的な問題点として、「敬語」等の言葉の
問題、「指示」「飲み会」などのコミュニケーションの問
題、「業務の仕方」「縦社会」「外国人扱い」などに関す
る日本人の考え方・価値観との自身とのギャップの３要
素を指摘した。
　外国人就労者が感じる具体的な違和感内容について、
まず「言葉」を挙げた研究には、徳永（2009）があり、
約６割の日本における外国人就労者が「言語力」を抵抗
感を感じる項目に挙げていると指摘した。その他の困難
を感じる項目としては、日本人の「仕事の進め方」「文
化習慣」などに抵抗を感じるとしている。
　また、茂戸藤（2015）は、アジア５カ国出身の外国人
社員が職場で感じるギャップや抵抗を出身国別に比較調
査し、結果、全体として日本の職場の特徴とも言えるハ
イコンテクスト社会への戸惑いからくる「仕事の進め方」
や、残業が多い、勤務時間が長い、有給休暇をとらない
といった「仕事の価値観」、肩書きを重視しすぎるあまり、
上司に意見が言いづらいなどといった「職場の上下関係
や人間関係」といった抵抗が、上位に上がるとし、出身

国別に見られる職務上の抵抗感をを明らかにした。
　以上の研究により、留学生は日本語の言語力に加え、
職場において差別されることや日本人との社内での人間
関係に不安を抱いており、就職後は自国とは違う仕事の
進め方や、仕事の価値観に葛藤を抱くことが予想されて
いる。しかし、具体的な違和感や葛藤事例に焦点を当て、
どのような仕事の価値観や進め方に対して、留学生がい
かなる違和感を抱いているのか、また実際にどのような
人間関係に困難さを感じているのかという各事例を詳細
に分析し、各違和感を関連付けて検証した研究は数多く
見られない。
　その中で、元留学生の就労時における具体的な葛藤内
容を集約しカテゴリー化を試みた研究に、小松・黄・加
賀美（2017）がある。小松らは、日本企業に就職した元
中国人留学生が抱える職務上の葛藤が「日本の企業体質」
「日本人との人間関係構築の難しさ」「日本人の勤務態度」
「職務に対する日中の考え方の差異」の５件の大カテゴ
リーに分類されることを示し、各項目には「作業効率の
悪さ」「日本の職務習慣」などの小カテゴリーを設け、
より詳細な異文化間葛藤事例を明らかにした。
　だが、この研究における職務上の葛藤調査は、異文化
間葛藤解決のための研究の一部にすぎず、違和感の詳細
な文化的考察までには至っていない。また対象人数も７
人と少ないため、より多くの対象者から得られた違和感
の分析や考察を加えた詳細な研究が必要であると思われ
る。
　また、外国人労働者が今後も増加していくと見られる
日本の職場環境の変化に焦点を当て、日本人社員の調査
を行ったものに鈴木・八代・吉田（2009）がある。鈴木
らは、異文化に携わる企業人はどのような場面で異文化
を感じているのかをグループインタビューを行い明らか
にした。結果、以前までの職場における「同質性」は、
組織改革や合併などの職場内の多様性から失われつつあ
り、外国人労働者だけでなく部署間、世代間での日本人
同士の異文化を感じることがあることを示した。加えて、
組織の合理化に伴う業務の過密化が、職場内のコミュニ
ケーションの時間を減少させたことで職場での「低文脈」
化を進行させ、コーチングの時間も減ったことで、若者
の対人スキルの低下が問題になっていると指摘した。
　また島田・中原（2014）は、鈴木・八代・吉田（2009）
と同様、日本企業に就職した元留学生は、新入社員教育
を現場で担うための余裕や人的ネットワークが、組織変
遷や合併などで失われた職場で就労を開始することにな
り、文化背景の異なる日本企業社会で働く留学生や元留
学生たちは、日本人社員とは異なる困難な点があると予
測している。
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日本での就労時に留学生が持つ違和感の調査報告　―日本人学生との対照分析を通して―

　以上より、日本の職場は現在、国際化や平成不況の影
響を受け大きく変化しており、今後日本企業に就職する
留学生は、自国との文化差によって生じる日本人社員と
は異なる困難点を持ちながら、変化が激しく、かつ社員
間のコミュニケーションが不足した職場環境において勤
務していくことが想像される。
　以上の先行研究を踏まえて本稿では、以下の２点を明
らかにすることを試みる。まず、留学生が日本での就労
を通して感じた日本人や日本企業に持つ具体的な違和感
や異文化間葛藤事例を、対象者を増やし集積を行うこと
で、いかなる違和感が留学生の中に存在しているのかを
明らかにする。次に、今後日本企業に就職する留学生が、
日本人社員とはいかなる困難点を持つのかを明らかにす
るべく、同じく将来日本企業に就職するであろう日本人
学生にも同様の調査を行い、双方の違和感を比較対照さ
せることで文化的差異を明確にしたいと考える。この調
査により、留学生が今後日本企業に就職した際に起こり
うるであろう違和感を事前に予測することができ、留学
生の日本企業への就職における不安削減にも繋がると見
られることから、留学生の日本企業への就職促進に非常
に有益なものであると考える。

３．調査対象者および研究方法

３．１　対象者

　本調査では、留学生と日本人学生に対して質問紙調査
を行った。留学生に対する質問紙調査は、2017年７月か
ら11月にかけて、日本の大学および大学院に在籍する、
日本での就労経験がある留学生52名（平均年齢：26.3歳）
を対象に行われた。対象者の出身国の内訳は中国50名、
韓国２名である。（いずれも中国語、韓国語母語話者。）
対象者の日本語運用力については、51名が日本語能力検
定試験N1レベル、１名がN2レベルであり、日常生活や
日本企業での勤務において日本語運用力に支障がないと
思われるレベルの対象者を選出した。徳永（2009）や
横須賀（2015）が指摘したように、日本語運用能力によ
る言葉の壁が日本での就労において抵抗感を感じる大き
な一因になっている事実は否めないが、日本語の熟練度
が高くなるにつれて抵抗感は低くなる（徳永、2009）こ
とに加え、本調査では、日本における高度人材の卵であ
る留学生の意識を明らかにすることを目的としているた
め、あえて日本語能力に起因した違和感事例ではなく日
本語以外の違和感事例を集約するため、日本語運用能力
に支障のないと思われる日本語レベルの留学生を選出し
た。
　続いて、日本人学生に対する質問紙調査であるが、対

象はアルバイトやインターンシップなどを通して日本で
の就労経験があり、かつ日本企業に正規社員として就職
したことのない現役大学生および大学院生である。アル
バイト経験の実績や就職に関する意識の有無などを考
慮し、対象は学部３年生以上の日本語母語話者とした。
日本人学生への調査は2017年９月から11月にかけて行わ
れ、59人の日本人学生（平均年齢：22.7歳）から回答を
得ることができた。
　調査紙では、対象者自身のこれまでの就労経験を通し
て、勤務先であった日本企業や日本人の上司や同僚に対
し違和感を持ったことを自由に記述するという自由回答
形式を採用した。双方の調査とも、具体的な回答例を添
付し複数回答を可能にすることによって、より詳細な事
例を多数挙げてもらうことを目的とした。使用言語は双
方とも日本語のみで無記名式で行った。

３．２　研究方法

　分析方法は、KJ法（川喜田、1970）を援用し、各事
例に共通点を見つけカテゴリー化することで、対象者双
方の違和感を比較対照することを試みた。具体的な分析
手順はまず、収集した事例のうち同等や類似しているも
のを集約しカテゴリーを生成した。各カテゴリーには内
容に基づいた表札を命名し、幾つかのカテゴリーが作成
されたところで、各カテゴリー間における相互関係を明
確にし空間配置を行った。再び各カテゴリーの内容を精
査することで新たな相互関係を検討する作業を繰り返し
行い、最後に全体の図解化、文章化することで各関連性
を明らかにした。以上の分析方法により、各違和感の事
例は小カテゴリー、小カテゴリーを包括する中カテゴ
リー、中カテゴリーを包括する大カテゴリーに分別され
た。

４．分析結果

　上記の質問紙調査から、約93％（93.4％）の留学生、
約97％（97.1％）の日本人学生が、就労を通して何らか
の違和感を持ったことがあると回答しており、多くが何
らかの違和感を感じながら勤務している、または勤務し
ていたことが見て取れた。
　また留学生から全86件、日本人学生からは全103件の
具体的な違和感の事例を獲得できた。以下、各カテゴリー
の詳細を述べる。

４．１　留学生が就労時に感じた違和感

　KJ法によるＡ型図解化からＢ型文章化を通して、留
学生が就労時に感じた違和感の事例86件（以下＜＞で示
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す）は、３件の大カテゴリー（【 】）、６件の中カテゴリー
（『 』）、16件の小カテゴリー（「 」）に分類された。結果
を図１に示す。

４．１．１　日本企業の特性に対する違和感

　総３大カテゴリーにおいて、最も多数の事例を集めた
のは【日本企業の特性に対する違和感】であり、このカ
テゴリーは以下の２件の中カテゴリーに分類された。

４．１．１．１．日本の伝統的な習慣や制度　

　留学生が違和感をもつ『日本の伝統的な習慣や制度』
は、「礼儀・エチケットの捉え方」「日本独自の習慣」「日
本の雇用制度」の３カテゴリーに分類され、「礼儀・エ
チケットの捉え方」「日本独自の習慣」の２カテゴリーは、
より大きな「従業員の集団意識の向上」というカテゴリー
を形成した。
　この中カテゴリーにおいて、特に多数の違和感を集め
たものが、挨拶に対する捉え方である。＜夜から始まる
アルバイトでも「おはようございます」と言う＞＜店長
が「ありがとうございました」と言うのに続けて「あり
がとうございました」と言わなくてはならない＞＜同僚
に対していつも「すみません」「お疲れ様です」と言わ
なくてはならない＞など、顧客や同僚に対して感情の伴
わない繰り返すだけの挨拶に、留学生は無意味性を感じ
ている。またサービス業に従事していた女子留学生から
は＜化粧をしてくることを求められた＞という事例も報

告され、日本社会において、挨拶はコミュニケーション
の一部であり、就労時の化粧は女性にとってエチケット
の一部であるという日本の文化的認識との違いが、留学
生に違和感を生み出す一因となっていることが示唆され
た。続いて「日本独自の習慣」では＜朝礼がある＞＜飲
み会が多い＞といった事例が挙げられ、「日本の雇用制
度」からは＜自分の国では転職によって昇進することが
多い＞＜重大な問題を起こさない限り退職させられな
い＞と言った、日本の特色的な雇用制度である年功序列
制度や終身雇用制度に対する違和感や＜男女差別が大き
い＞という意見が得られた。

４．１．１．２　日本独自の企業体質

　『日本独自の企業体質』の事例は、主に「同質性と和
の重視」「指示内容の曖昧さ」「変化に対する嫌悪感」「プ
ライベートより仕事」「お客様は神様」という５件の小
カテゴリーに分類された。
　「同質性と和の重視」は、さらに休暇のとりにくさと
不要な勤勉アピールに分類され、前者においては＜休み
が欲しいときは一か月前にシフトを提出しなければなら
ず、代わりの人を探さなくてはならない＞＜病気で休ま
せてほしいと言ったが、日本の職場はそんなに甘くない
と言われた＞など、急な私用や病気の際も休みを許可さ
れない厳しさに留学生は違和感を抱いている。続いて、
不要な勤勉さのアピールでは＜日本人は忙しくないのに
忙しいふりをしている＞＜わざとゆっくり仕事をして残
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図１．留学生が日本での就労を通して持った違和感
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業する＞などといった事例が挙げられ、周囲に合わせた
同質性を意識した行動に加えて、勤勉は美徳である、と
いう日本古来の精神が、不要な残業や仕事をしているふ
りという勤勉さのアピールにつながっていると見られる。
「指示内容の曖昧さ」では＜店長の言うとおりにしたら
違うと先輩に怒られた＞という人によって指示が異なる
という状況に、留学生は誰のどの指示に従ったらよいの
か分からず困惑している姿が浮かび挙がった。
　「変化に対する嫌悪感」においては＜他に効率がいい
方法があってもマニュアルを重視して時間がかかりすぎ
る＞＜簡単にできることも決められた手順で行う＞など
いった事例に加え＜効率のいい自分のやり方でやったら
注意された＞など「同質性と和の重視」のカテゴリーと
関連性を持つものも見受けられ、両カテゴリー間には大
きな相関があることが推測された。同カテゴリー内の、
ルール遵守への固執においても＜コンビニで廃棄になっ
た商品をアルバイトにあげずに捨てるように言われた＞
など原則を重視するあまり融通のきかない日本の職場
に、留学生は違和感を持っていることが示唆された。
　続いて＜お客のミスでもすべて店の責任＞＜客のク
レームに対して簡単に妥協して製品を無料であげた＞な
ど、日本における「お客様は神様である」といった精神、
特にクレームに対しての簡単な妥協と、問題責任はすべ
て店側にあるという態度に違和感をもつ事例も多く見ら
れた。

４．１．２　アルバイトに対する企業対応

　【アルバイトに対する企業対応】は以下の２件の中カ
テゴリーに分類された。

４．１．２．１　軽視した対応　

　アルバイトに対する雇用側の軽視した対応には＜客が
いなければあがっていいと言われる＞といった不安定な
雇用状態と、＜一生懸命働いても時給が上がらない＞と
いう自分の努力に見合った報酬が得られないという事例
が確認された。

４．１．２．２　日本人の仕事に対する厳しすぎる姿勢

　このカテゴリーには、留学生が感じる日本人の仕事に
対する厳格さが集約され、「時間感覚の厳格さ」「時給の
発生しない仕事」「禁止事項の多さ」「真面目すぎる態度」
「お金への精細すぎる認識」という５つの小カテゴリー
に分類された。
　カテゴリー内で多数の違和感を集めたのが「時間感覚
の厳格さ」と「禁止事項の多さ」である。まず前者につ
いては、＜遅刻をした分は余分に働かなくてはならな

い＞＜遅刻した分のお金が引かれる＞など、特に就労時
の遅刻に対する罰則は厳格すぎると留学生には映るよう
である。続いて＜自分の仕事が終わっても何か仕事を見
つけてやらなくてはならない＞＜店が暇でも休まずずっ
と働かなくてはならない＞など、勤務時間内はいかなる
状況であっても終了時刻まで勤務することが厳密に求め
られているという「勤務終了時間の厳守」にも留学生は
違和感を持っている。これらの事例は、『日本独自の企
業体質』で示された不要な勤勉さのアピールを生み出す
一因になるとも見られ、＜15分前出勤＞＜タイムカード
を押した後の終礼や片づけ＞など「時給の発生しない仕
事」のカテゴリー事例と同様に、職場における「同質性
と和を重視」するがために産出された違和感と見られる。
　次に「時間の厳格さ」と同じく多数の違和感を集めた
「禁止事項の多さ」であるが、禁止事項の中でも＜勤務
中は私語厳禁＞であり、静かすぎる職場環境に違和感を
持っている留学生も多い。また＜言い訳をしたら怒られ
た＞などの事例が挙がり、このカテゴリーも上記同様、
職場内の同質性を重視するがために産出された違和感で
あるといえよう。
　続いて指摘された厳格さは「お金への精細すぎる認識」
である。＜レジ打ちの際１円のミスも許されない＞＜10
円のミスが店の信用を落とすというのは大げさ＞という
会計時の違和感が主であったが、お金に対して些細すぎ
るという認識は同時に日本のサービス業に対する真剣さ
を示していると、感心を示す意見も見られた。
　その他カテゴリー化されない少数意見＜一度のミスを
何度も非難される＞＜過度なクレーム＞なども見られ、
留学生たちは日本でのアルバイトを通して、自国とは違
う様々な苦痛を感じていることが示された。

４．１．３　社内における人間関係

　【社内における人間関係】は、『先輩・上司との人間関係』
『同僚との人間関係』の２件の中カテゴリーに分類された。

　まず『先輩・上司との人間関係』の中では＜上司の
言ったとおりに行動しなければならない＞＜先輩に自分
の意見しようと思ったら怒られた＞など、先輩・上司と
いった肩書きに対して畏敬の念を持たなければならない
こと、上司には許されることがアルバイトには許されな
いことがあるという、日本の絶対的な上下関係に留学生
たちは大きな違和感を持っている。一方、同カテゴリー
内には＜初心者に一から親切に教えてくれる＞＜上司が
指導する際の言葉遣いが丁寧＞などと言った「上司が部
下を指導」する際の対応の良さに文化差を感じた留学生
もいた。上司は部下を指導するものであり、部下は上司
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を尊敬するものであるという日本における絶対的な上下
関係は、「日本の雇用制度」で示された、終身雇用制度
や年功序列制度の捉え方と大きな関連性をもっており、
これらの認識の違いが文化差異となって表れ、留学生の
多くの違和感を産出する原因となっていることも考えら
れる。また、上司の丁寧な指導に違和感を感じている一
方で＜教えてくれないのに何もできないと言われた＞＜
賄い時に上司の隣に座ったら「近すぎる」と言われた＞
など、ほぼ同数で指導の不親切さや冷淡な態度を経験し
た者もあり、上司の接し方には個人差が大きいことが確
認された。
　上司とのコミュニケーション同様に、留学生が困難を
抱えているのが『同僚と人間関係』である。特に＜日本
人同士はいつも楽しそうに話しているが話しかけると反
応が冷たい＞＜日本人の同僚の団体に溶け込みにくい＞
といった日本人の集団に対して留学生には非常に厚い壁
を感じている。また＜同僚とはSNSを交換しない＞＜普
段は仲がいいのに仕事のことが原因で相手を泣かせるぐ
らい叱った＞など、個人的な関係を仕事上には持ち込ま
ないという同僚間における個人的関係の希薄さを留学生
は不自然に感じている。また＜褒めていてくれても、そ
れが本音か建前か分からない＞といった日本文化に精通
しているがゆえに感じる困難さも見られた。

４．２　日本人学生が就労時に感じた違和感

　留学生の分析同様、KJ法によるＡ型図解化からＢ型文

章化を通して日本人学生が就労時に感じた違和感の事例
103件（以下＜＞で示す）は、４件の大カテゴリー（【 】）、
５件の中カテゴリー（『』）、15件の小カテゴリー（「 」）
に分類された。結果を図２に示す。

４．２．１　日本独自の企業体質

　【日本独自の企業体質】は、「曖昧さ」「暗黙の了解の
存在」「プライベートより仕事」「同質性と和の重視」「お
客様は神様」の５つの小カテゴリーに分類された。
　中でも「曖昧さ」に属する事例はこのカテゴリー内で
最も多数を占め、日本人学生は職場の様々な違和感を
持っていることが示された。具体的な曖昧さととしては、
まず指示内容に対するものである。＜Ａ店長は風邪の時
は休めというが、Ｂ店長は風邪ぐらいで休むなと言う＞
＜社員に教えてもらったやり方で掃除をしていたら、違
う社員にやり方が違うと言われた＞など、上司からの指
示に全体に通ずる統一性がないため、どう行動してよい
か困惑している日本人学生の姿が浮かび上がった。

　この指示内容の曖昧さに準ずるカテゴリーとして生成
されたのが、放任主義のカテゴリーである。＜もっと詳
細に進行手順を説明してくれると思った＞＜具体的な仕
事内容は事前説明がなく経験して覚えろ＞といった、ア
ルバイトに対しての説明不足が上記の指示内容不足と
相まって、就労に困難さを生み出していることが示唆さ
れた。続いてマニュアルの曖昧さを挙げた日本人学生も

図２．日本人大学生が就労を通して持った違和感
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見られ、＜期間限定商品の発売期限が商品ごとに曖昧＞
＜社員教育のマニュアルが不十分なため人材入れ替えの
ときに不安定になる＞などという具体的な事例が示され
た。また自分の評価に対しても基準が曖昧であるという
違和感も挙げられた。以上の事例より、日本企業にはあ
らゆるところに「曖昧さ」が存在しており、その企業体
質が日本人学生に大きな違和感を抱かせていることが示
唆された。
　続いて挙がった違和感を感じる日本の企業体質は、職
場において誰にも指示されないが密かに遵守されている
「暗黙のルールの存在」である。日本人学生たちは明確
に教えてもらえないことへの煩わしさなどを具体的に挙
げており、このカテゴリーは上記の指示内容の曖昧さと
いう点で関連性が見受けられた。
　また、同カテゴリーで次に多数を占めた事例が「休み
のとりにくさ」である。＜「学校」の用事以外での休み
がとりにくい＞＜繁忙期の帰省を、余裕を持って提言し
たにも関わらず嫌な顔をされた＞＜自分の学業を優先さ
せたいが、生徒と自分のテスト期間が被るため、職場は
バイトを優先しろと言ってきた＞などという事例が確認
された。加えて＜メールのやり取りを出勤日以外でもや
らされた＞＜勤務してたスーパーの会員になることを何
度も勧められた＞のように自分のプライベートを仕事で
妨げられることに違和感を持っており、雇用側と非雇用
側のワークライフバランスに対する認識の違いも確認さ
れた。
　続いて「同質性と和の重視」では＜変な団結感を求め
られて、店のために働くのが美徳だという教育をされ
た＞＜自分の意見を言い出しにくい雰囲気がある＞のよ
うに留学生側にも見られた、職場に同質性や和を求める
意識に違和感を抱く日本人学生が見られた。
　「お客様は神様」のカテゴリーでは＜客に対する丁寧
すぎる対応＞＜顧客が満足できているが不安＞のような
事例が挙がった。

４．２．２．アルバイトに対する企業対応

　総４大カテゴリーにおいて、最も多数の違和感事例を
集めたのは【アルバイトに対する企業対応】であり、こ
のカテゴリーは以下の２件の中カテゴリーに分類された。

４．２．２．１　軽視した対応

　日本人学生が違和感をもつ雇用側の『軽視した対応』
は、「不安定な雇用状態」「契約内容との不一致」「アル
バイトへの粗雑な対応」の３カテゴリーに分類された。
「不安的な雇用状況」では＜週三回のアルバイトが、生
徒が減り週一回に減らされた＞＜一時間前に急に連絡が

来て今からアルバイトに来てほしいと言われた＞など急
なシフトの増削減により、安定した収入が得られない不
満感が挙げられた。同時に＜交通費支給と書いてあった
のにもらえなかった＞＜通学路にある職場を選択したに
も関わらず、ヘルプで遠くの別の教室に行かされた＞な
ど時給や勤務地に対しての「契約内容の不一致」に対す
る違和感も多く得られた。また＜休みのシフトを出した
のに、仕事が入っていた＞＜経営破綻による解雇が、直
接ではなく手紙で伝えられた＞＜銀行の口座番号のコ
ピーを紛失された＞など「アルバイトへの粗雑な対応」
も挙げられた。
　急なシフトの増削減や、いい加減なシフトの作成の事
例は、シフトに対する雇用側の捉え方の曖昧さを示して
おり、「契約内容の不一致」も、同様に契約の曖昧さが
違和感の一因となっていることから、これらの事例が
4.2.1で示された「曖昧さ」のカテゴリーと深い関連性を
持っていることが示唆された。

４．２．２．２　過酷な労働条件に対する違和感

　このカテゴリーには、過酷な労働条件下で就労してい
る日本人学生の違和感が集結され、「時間に関する労働
条件」「時給の発生しない仕事」「力量を超える仕事」「人
員不足による弊害」「上がらない時給」の５カテゴリー
に細分化された。
　「時間に関する労働条件」では＜遅刻は許されない＞
だけでなく＜１分の遅刻が15分遅刻した時給の換算で給
料からひかれる＞のように、遅刻が直接時給の削減にま
で反映されるという、遅刻に対する罰則の厳しさが日本
人学生の違和感を生み出している。また、同カテゴリー
には＜10時間も休みなしで働いた＞＜ノー残業デーでも
残業する人が多い＞といった長時間勤務や残業における
認識の差異も違和感の要因となっていることが示された。
　このカテゴリーにおいて最も多数の違和感を集めた事
例が「時給の発生しない仕事」である。＜勤務時間が終
了しても添削が終わらないと帰れず、その分の給料は出
ない＞＜早めに出勤してもその分の給料はもらえない＞
＜時給の発生しない研修＞など、サービス残業や無給の
研修などに日本人学生は不満を持っていることが確認さ
れた。
　続いて「バイトの力量を超える仕事」においては＜仕
事を始めたばかりなのに新人の指導を任された＞＜電話
対応や連絡等をすべて１人でやっていた＞のように、中
には「人員不足による弊害」で見られた＜人が少なく多
いときで週６回、朝から晩まで働いた＞＜店舗に社員が
いなくて全員アルバイトだけで店を回す日が多い＞と
いった事例と、関連性のもつものも見受けられた。
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　その他、職場での人員不足は、サービス残業や長時間
労働、4.2.1で示された急なシフトの増削減への違和感を
生み出すことにもつながると示唆できることから、職場
での人員不足は、多方面に大きな影響を与えていること
が推測される。「上がらない時給」に関しては、4.2.1で
みられた評価基準の曖昧さが、この違和感を生み出す一
因となっているとも言えるであろう。

４．２．３．社内における人間関係

　【社内における人間関係】は、留学生同様「先輩・上
司との人間関係」と「同僚との人間関係」に二分された。
前者において特に多数の意見を集めたのが、肩書きに対
する畏敬の念と上司の価値観の押し付けである。日本人
学生は上司に対する尊敬意識に対し＜先輩のミスも誰か
が注意すべき＞＜上司のミスによって客から叱責を浴び
せられたが、その上司から謝罪がなかった＞など上下関
係を重視するあまり先輩のミスを指摘できない状況、ま
た自分自身が直接迷惑を被った具体例なども挙げられ、
既存の上下関係を過剰なものと捉え嫌悪感を抱く日本人
学生が多いことが示された。また、上司の指導は価値観
の押しつけと映ることが多く＜新しい戦略を提案したが
上司が同意してくれなかった＞のように、自分の意見を
持ちながらも発言する機会が与えられず、上司の言うと
おりに行動しなければならない葛藤が日本人学生には存
在していることが示唆された。
　また、上司への叱咤への違和感が事例として挙げられ
ている一方で、丁寧すぎる低姿勢な態度の上司に違和感
を覚えるという事例も挙げられており、日本人学生は、
既存の上下関係が必要以上に存在しない、自分の意見を
自由に発言できる職場を理想としていることが暗示され
た。
　続いて「同僚との人間関係」であるが、これは主に２
つのカテゴリーに分類された。前者は、同僚の仕事に対
する怠慢さであり、後者は同僚との関係性の希薄さであ
る。前者の事例としては＜アルバイト開始直前のシフト
の交換依頼＞のようにシフト変更の状況で多くの葛藤が
起きていることが多い。また＜学生からの質問に「分か
らない」と即答する同僚がいる＞といったような、自分
の仕事に対して真面目に捉えているがゆえに、怠慢な態
度を取る同僚に違和感をもつ日本人学生が多いことも示
された。同僚の関係性の希薄さにおいては＜忘れて帰っ
た私物が次の出勤日には捨てられていた＞のように、留
学生の調査同様、同僚間では深い人間関係になりにくい
ことが示唆された。
　以上より、日本人学生はアルバイトでも手を抜かず真
面目に勤務しているが、上司や先輩への尊敬意識は過剰

だと考えており、一方で同僚とは深い人間関係を築かな
い日本人学生の様子が窺える。

４．２．４．正規社員の現状

　【正規社員の状況】では、アルバイト日本人学生が正
社員における厳しい雇用現状を冷静に見ている事例が挙
げられた。具体的には＜店長の休みがなさすぎて病気に
なっていた＞＜社員が１～３年単位で転職を繰り返す＞
＜社員は昇格しても雇用環境は良くならない＞等であ
る。このカテゴリーは『過酷な労働条件に対する違和感』
の「人員不足による弊害」とも大きな相関を持っている
と見られ、日本人学生たちは、自らも厳しい労働条件の
中に立たされていると自覚している中で、正規社員や準
正規社員の現状を自分たちより厳しい労働条件下で就労
していると見ており、過酷な現状を冷静に客観視してい
る姿が浮かびあがった。

５．総合的分析結果

　留学生と日本人学生が就労時に感じた具体的な違和感
事例を比較するために、グラフ化を試みた。（表１）
　各違和感事例の数を総数で割った割合を降順した結
果、留学生、日本人学生ともに上司や先輩に対する「肩
書きに対する畏敬の念」が一位の総数を集め、両者とも
日本における上下関係は過剰なものであるという意識が
あることが明らかになった。また日本人学生からは、留
学生には見られなかった、上司からの指導が価値観の押
しつけであるというデータも多く得られた。
　続いて、上司の部下に対する指導においては、日本人
学生側が放任主義と捉えているのに対して、留学生側に
は、丁寧で親切な指導というカテゴリーが生成された。
　一方で、不親切な指導や冷淡な態度というカテゴリー
もほぼ同数で示された。
　次に、同僚との人間関係であるが、両者ともに個人的
関係の希薄さというカテゴリーが形成された。特に留学
生側に高い割合で、日本人同僚との関係性の希薄さに違
和感を持っているデータが示された。
　また、日本への過剰な上下関係に対する違和感と同様
に、留学生、日本人学生双方に、共通な違和感として挙
げられた事例が、「指示内容の曖昧さ」と「休暇の取り
にくさ」である。
　まず前者における違和感の割合は、日本人学生側に特
に多く見られたが、留学生側にも見られた。日本人の指
示の曖昧さは、今まで多くの先行研究から日本企業の特
質の１つとして挙げられているが、本研究からも同様の
結果が得られた。
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　加えて、日本人学生も指導内容が曖昧である、と述べ
ていることから、日本人の曖昧な指示は国籍を問わず、
多くの従業員に違和感を抱かせていることが明らかに
なった。
　後者の休みのとりにくさも同様に、両者に多数の違和
感を産出する原因となっていることが明らかになった
が、日本人学生側では「プライベートより仕事を重視」
するカテゴリーに挙げられたのに対し、留学生では「同
質性と和の重視」のカテゴリーで挙げられた。留学生の
事例として＜期末テスト期間で休みが欲しかったが、日
本人は和を大切にしているから迷惑をかけないように言

われた＞のように、留学生はプライベートより仕事を優
先させることに加え、雇用側が故意に「同質性と和の重
視」を留学生に意識するように指示する事例が見られた。
　一方で、留学生から多く挙げられたが、日本人学生か
らは全く違和感の出なかった項目は、挨拶に対する捉え
方、不要な勤勉さのアピール、マニュアル重視による非
効率性、ルール遵守への固執等である。
　また、様々な場面で様々な曖昧さを抱えている日本人
学生であるが、逆に留学生は、日本の職場は様々な面で
厳格であると捉えており、その違和感は4.2.2.2『日本人
の仕事における厳しすぎる姿勢』としてカテゴリー化さ

表１．留学生と日本人が感じた就労時の違和感事例
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れた。このカテゴリー内で、留学生と日本人学生の共通
の事例として挙げられたのは、遅刻に対する罰則の厳し
さと、15分前出勤やサービス残業等の時給の発生しない
仕事に対する違和感であった。双方とも日本社会におけ
る遅刻が決して許されない時間の厳密さに違和感を覚え
ているが、サービス残業や時間外労働に対する時間の曖
昧さは日本社会では暗黙の了解として許容されている部
分があり、両極端な時間に対する捉え方は、国を問わず
従業員に戸惑いを生み出していることが示された。
　また厳しすぎる具体的な違和感として挙げられた、勤
務中の私語の禁止や勤務終了時間の遵守、お金への精細
すぎる認識や言い訳の禁止等の項目は日本人学生側には
挙がっておらず、文化的差異として、就労する留学生側
が事前に留意しておく必要がある項目と思われる。

６．まとめと今後の課題

　本調査を通して、約93％の留学生が今までの日本にお
ける就労経験に対して、日本の職場や日本人上司、同僚
に違和感を持っていることが明らかになった。その具体
的な違和感は「日本古来の習慣や制度」「日本独自の企
業体質」「軽視した対応」「日本人の仕事に対する厳しす
ぎる姿勢」「先輩・上司との人間関係」「同僚との人間関
係」と６つのカテゴリーに分類され、同様の調査による
日本人学生との比較により、過剰な上下関係、指示内容
の曖昧さ、休暇の取りにくさ等が両者に共通する違和感
であることが示された。
　今回の調査では、留学生の、日本での就労を通して持っ
た違和感を明らかにし、カテゴリー化を行った。今後は
この結果を元に違和感の産出要因等を考察していきたい
と考える。
　また、今回の調査対象者は中国と韓国の出身者にとど
まったが、現在日本における留学生は、ベトナム、ネパー
ル出身者が急増しており、今後は、これらの国の留学生
が日本企業に就職を希望することが予想される。よって、
これらの国の出身者に同様の調査を行うことで、国ごと
の文化的差異を明らかにすることができ、今後の留学生
の日本企業への就職を促進することができると考える。
　また、今回はまだ日本企業に就職していない留学生と
日本人学生を調査対象としたが、実際の日本の職場にお
いて起きている様々な異文化間葛藤が、どのような違和
感を起因として発生しているかを明白にするべく、社会
人への調査を行い、留学生、日本人学生、社会人との３
者を通した比較や、元留学生へのインタビュー調査を行
うことで、違和感の原因帰属の追求だけでなく、異文化
間葛藤の解決方略を見つけることが今後の課題であると

思われる。

１ 平成28年５月１日現在
２ 平成28年10月末現在
３ 「身分に基づく在留資格」には、「永住者」「日本人の
配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」が該当する。
４ 「専門的・技術分野の在留資格」には、「教授」「芸術」
「宗教」「報道」「高度専門職１号・２号」「経営・管理」「法
律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・
国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」が該当する。
５ 平成28年５月１日現在：出身国別外国人留学生数は『平
成28年度外国人留学生在籍状況調査等について』（2017）
独立行政法人日本学生支援機構による。
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Population decline is expected in Japan in the future. It is vital that the Japanese government promotes 
positive employment for exchange students in Japanese companies to generate a stable labor force and 
profi ts in Japan.

This essay considers and compares the main cultural factors that cause discomfort to foreign students 
in Japan in comparison to native Japanese university students when they start working.

Questionnaires were answered by: 1）52 exchange students both with the approximate Japanese 
language ability of about N1 and with working experience in Japan; and 2）59 native Japanese university 
students with working experience that was not full-time experience. The aim of this survey is to 
analyze the factors of discomfort and to fi nd the solution in order to reduce anxiety experienced by the 
exchange students in workplace in Japan.

According to the answers collected, there were 86 uncomfortable experiences reported by exchange 
students and 103 by Japanese university students. These cases provide the following 2 fi ndings.

First, specifi c discomfort experienced by exchange students is classifi ed into six categories. “Japanese 
traditional customs and institutions” , “Japan’s unique corporate constitution” , “disrespectful treatment” , 
“too-strict attitude towards work” , “interpersonal relationships with seniors and bosses” and 
“interpersonal relationships with co-workers.”

Second, it is suggested that “excessive hierarchical relationship” and “ambiguous instruction” were 
commonly perceived as discomforting to both groups surveyed. 

6 Main Factors of Discomfort Foreign Students Feel in 
Their First Job in Japan

Yoko Abe
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