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  This study investigates 7 Chinese international graduates from Japanese universities who 
work in Japanese companies. Using a semi-structured interview, participants were asked how 
they recognized the importance of existence, the main reasons for working, and the importance 
of their work in Japanese companies. We categorized and organized data using KJ method. As 
a result, depending on the length of employment, the graduates showed different tendencies. 
That is, those whose length is short, recognized that they have “the advantage as former 
students” and their present work place is “the place for learning” and the “means of life.” “Good 
work attitude” is also regarded as important at work. Those whose length of employment is 
long recognized that they themselves have “the advantage as a personal resource” , and their 
current workplace is a “place to form their career.” Their “career” and the “economic stability” 
are important in working.
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問題の所在と研究目的

　日本の大学や大学院、専門学校などで学業を終え、
その後日本の企業等へ就職する留学生は増加傾向にあ
る。平成 29 年において、「留学」の在留資格を有す
る留学生が日本の企業等への就職を目的として行った
在留資格の変更を許可されたのは 22,419 人で、前年
に比べて 15.4% 増加している（法務省入国管理局 , 
2018）。そのうち、中国人留学生で在留資格の変更を
許可されたのは 10,326 人で、全体の 46.1% を占め
ている（法務省入国管理局 , 2018）。
　横須賀（2015）は、留学生が日本で就職しようと
思った理由（複数回答）について、「大学・大学院卒
業・修了後すぐに母国で就職するよりも、日本で就
職経験を積んで母国に帰ったほうが、より良い仕事
ができると思ったから」の回答が最も多く（51.3%）、

「日本の大学で勉強した知識が活かせると思ったか

ら」（38.3%）、「母国で就職するよりも日本の企業の
ほうが、給与など経済的な待遇がいいと思ったから」

（35.7%）、「日本の経営方法、技術などを学びたかっ
たから」（35.7%）、「将来はずっと日本に住みたいと
思っていたから」（23.5%）の順になっていると述べ
ている。また、「外国人留学生の就職活動状況」の結
果を見ると、留学生が就職先を選ぶ際に重視する点は

「将来性がある」（57.4%）が最も多く、次いで、「給与・
待遇が良い」（43.7%）であった（Disco, 2018a）。
つまり、留学生の多くは将来のキャリアのために日本
で企業等に就職し、経験を積みたいと考えており、日
本での生活に欠かせない給与などの待遇を重視してい
ることがわかる。
　一方、「外国人留学生・高度外国人材の採用に関す
る企業調査」のアンケート結果によると、大卒以上の
高度外国人材の雇用経験をもつ（または雇用予定の
ある）企業が留学生を採用する理由（複数選択）と
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して最も割合が高いのが「優秀な人材を確保するた
め」（文系 72.6%; 理系 82.1%）であり、次いで、「語
学力が必要な業務を行うため」（文系 43.4%; 理系
28.5%）、「海外の取引先に関する業務を行うため」（文
系 35.4%; 理系 20.8%）、「外国人としての感性・国
際感覚等の強みを発揮してもらうため」（文系 32.5%; 
理系 31.4%）である（Disco, 2018b）。つまり、多く
の企業では留学生・日本人学生に関係なく、事業の国
際化や優秀な人材を確保するために留学生を採用して
おり、一方で、「語学力」など留学生ならではの特性
を重視する企業もある。
　しかし、実際に企業の中では外国人をどのように活
用しているのか。平井（2016）は、日本企業が外国
人社員を活用できている形態として、（１）外国人社
員に日本人社員と同じ働きを期待する形態、（２）日
本人社員ではまかなうことが難しいリソースを外国人
社員に補充してもらう形態、（３）外国人社員と日本
人社員の相互作用を通して、職場や企業全体の活性
化・国際化を目指す形態があるとし、現状では、1 つ
目の形態、つまり外国人社員の日本人化を期待する企
業が多く、外国人社員の力をうまく活かせているとは
言えない状況であると述べている。企業側は留学生
に「日本語力」「日本に対する理解」「日本企業に勤務
する社会人として求められる行動能力」を望んでおり

（藤 , 2015）、日本語力に優れ、日本人との協調がで
きる「日本人性」の高い人材を求めている（横須賀 , 
2007）と言える。
　このように、日本で企業に就職を希望する多くの留
学生は、将来のキャリアや母国語や日本語などのスキ
ルを活かすことを希望しており、企業側も留学生の採
用段階では留学生ならではの特性を重視することがあ
る。しかし、留学生が実際に企業に就職し仕事をして
いると、企業内では留学生の特性を活かすよりも、企
業内の文化や習慣、仕事スタイルへの同化を求めてい
る傾向が多く、元留学生側と企業側の齟齬があると言
えるだろう。
　外国人社員が日本の職場で仕事をする上で、上司や
同僚の態度や考え方、職場全体の雰囲気、企業として
の外国人社員に対する考え方など、さまざまな要因の
影響を受けており、また、外国人社員が同じ職場で働
くことによって、日本人社員も仕事のやり方やキャリ
アのとらえ方、多様性への意識など、さまざまな影響
を受ける（平井 , 2016）。多文化就労場面において、
外国人社員と日本人社員の相互作用や、外国人社員
が働くことが職場や会社に与える影響、つまり「個」

と「個」の相互作用、「個」と「場」の相互作用に重
点をおく（加賀美・徳井・松尾 , 2016; 平井 , 2016）
必要がある。
　多文化就労場面における元留学生の就労に関する
意識や影響力の認識について調べた研究には、台湾
人元留学生を対象とした守谷・池田・和田・加賀美

（2017）と韓国人元留学生を対象とした文・岡村・加
賀美（2018）がある。守谷・池田・和田・加賀美（2017）
では、台湾人元留学生の職場における存在意義と職場
の持つ意味について検討し、台湾人元留学生は所属企
業から求められるグローバル化への貢献の役割が果
たせていると認識する場合は自身の存在意義を見出
すが、自身の役割が他者との差別化を図れない曖昧な
ものであると認識する場合は、自身の存在意義が見出
せないと述べている。また、韓国人元留学生が日本や
現在の職場で働くことに関しては、全体的に肯定的な
意義を見出しているが、職場における元留学生として
の存在意義に関しては、その意義を見出せるケースと
見出せないケースがあることが示されている（文・岡
村・加賀美 , 2018）。その際、職場の上司や同僚との
直接的なコミュニケーションによる評価の有無が存
在意義の認識に影響を与える可能性が示唆された。一
方、外国人社員と同じ職場で働く日本人社員の研究に
おいては、海外生活経験のない日本人社員は外国人社
員を「異文化を示してくれる存在」「日本人社員とは
異なる働き方を示す存在」など、新たな視点を与えて
くれる存在であると認識している（田中・山中・加賀
美 , 2017）ことが示唆された。
　このように、企業側の期待は職場における元留学生
自身の存在意義や彼らが認知する現在の職場の意味、
および働くうえで重要だと認識することに影響を与
えると考えられる。しかし、日本企業の元留学生への
期待に関する検討は多く行われているが、元留学生の
立場に立ち、彼らが日本の職場でどのような存在意義
や就労の意味を見出し、働くうえでどのようなこと
を重視しているのか中国人元留学生を対象に検討を
行った研究は僅少である。そこで、本研究では、まず、
多文化間就労場面が進んでいる日本の職場において、
中国人元留学生は自身の存在をどのように捉えてい
るのか（以下、現在の職場における自身の存在意義）、
現在の職場は彼らにどんな意味を持っているのか（以
下、現在の職場の意味）、働くうえで彼らは何を重要
だと認識しているのか（以下、働くうえで重要なこと）
を検討することを第一の目的とする（分析 1）。また、
中国人元留学生の現在の職場における自身の存在意
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義をタイプ別に示し、現在の職場の意味と働くうえで
重要なことがどのように異なるかを検討することを第
二の目的とする（分析 2）。

調査対象者及び調査方法

　2015 年 8 月から 9 月にかけて、日本の大学や大学
院を卒業・修了後、日本企業に就職した中国人元留
学生 7 名（男性 2 名、女性 5 名）を対象に、1 名に
つき 1 時間〜 1 時間半程度の半構造化インタビュー
を行った（Table1）。調査当時の対象者の年齢は 29
歳〜 36 歳で、滞日期間は 8 年〜 15 年であった。ま
た、日本での職歴は 1 年半〜 7 年半で、現在の職場
での職歴は 5 か月〜 6 年であった。集まったデータは、
KJ 法（川喜田 , 1967; 1986）を援用して分類・整理
した。

分析結果と考察

分析 1 の結果と考察
　上述の通り、各質問項目について KJ 法を援用して
分類・整理を行った。分析結果については、大カテゴ
リーを『　』、中カテゴリーを≪　≫、小カテゴリーを
＜　＞、単独カードを〔　〕で表す。

現在の職場における自身の存在意義　中国人元留学生
の【現在の職場における自身の存在意義】として、『元
留学生としての特性が活かせる存在』9 件、『個人と
しての特性が活かせる存在』7 件が得られた。その結

果を Figure1 に示す。
　『元留学生としての特性が活かせる存在』には、≪
日中のコミュニケーション上の調整役≫＜日中の仲介
役＞がある。≪日中のコミュニケーション上の調整役
≫には＜中国語での職務遂行＞＜中国語での仕事の調
整＞がある。対象者は、「現場の調整は、中国人同士
で中国語で話せば通じやすい、親しみを感じて、仕事
をちゃんとやってくれる」「日本語があまり話せない
人とは中国語でコミュニケーションを取り、会社側の
調整をする」など、相手と中国語でコミュニケーショ
ンを取ることで、職務を遂行したり、会社側との調整
をしたりすることが分かる。また、＜日中の仲介役＞
については、「中国人だからこそ、中国人のお客さん
を日本人より理解でき、より具体的なアドバイスがで
きる」など、対象者が会社側と利用客側の仲介役を
担っている様子が窺える。
　『個人としての特性が活かせる存在』には、≪会社
にとって必要な存在≫＜専門性を持つ存在＞〔会社に
貢献できる存在〕〔有能な存在〕がある。≪会社にとっ
て必要な存在≫には、＜会社にとって重要な存在＞〔部
署の中心的存在〕がある。対象者は「営業回ってくる
仕事も結構大事なので、そういうなんか、自分、私が
いないと営業事務…これ一人だけなんですよ」「今の
部署は結構私を中心に回っているんですね」など、職
場において、自分自身が重要な存在であることや、部
署の中心的な存在であると認識していると考えられ
る。＜専門性を持つ存在＞については、「この専門性
については、日本には同じ専門を持っている人は少な
い」「通訳の人は、単純な通訳だけであり、仲介に関
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Figure1 現在の職場における自身の存在意義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 対象者  年齢  性別
滞 日

 期間

 日本での

 職歴

現在の職場

 での職歴

現在の職

 場の規模

 現在の

 職種

 A  35  女 10  年 1  年半 1  年  中小企業
システ

 ム開発

 B  29  男 10  年 2  年半 2  年半  大手企業  建設業

 C  34  男 15  年 7  年半 4  年半  大手企業  不動産

 D  32  女 13  年 7  年半 4  年半  大手企業  不動産

 E  32  女 12  年 5年 11  ヶ月 5  ヶ月  中小企業  IT

 F  34  女 8  年 6  年 6  年  大手企業  証券

 G  36  女 12  年 6  年 6  年  中小企業  印刷
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する知識はありません。今の会社で通訳（翻訳）と（不
動産についての知識を活かした）仲介の業務が、私た
ちが存在する意義だと言えると思います」など、専門
性を持って仕事に関わることに自身の存在意義を見出
している様子が窺える。
　このように、中国人元留学生は現在の職場で働くう
えで、自分自身を『元留学生としての特性が活かせる
存在』『個人としての特性が活かせる存在』であると
認識していることが分かった。『元留学生としての特
性が活かせる存在』については、中国語を用いて仕事
の調整を図ったり、中国と日本の窓口の役割をしてい
ることを職場から評価されたり、自分自身もそれにつ
いて肯定的に捉えている。一方、『個人としての特性

が活かせる存在』については、中国語などの語学とは
異なり、自分自身が持っている専門性を活かせること
を職場の人も自分自身も高く評価している。

現在の職場の意味　中国人元留学生の【現在の職場の
意味】として、『学びの場』10 件、『キャリアアップの場』
7 件、≪生活手段の場≫ 4 件が得られた。その結果を
Figure2 に示す。
　『学びの場』には、≪自己成長≫と＜職務上の学び＞
がある。≪自己成長≫には＜能力向上＞＜成長の実感
＞〔広い視野の獲得〕〔経験の蓄積〕がある。対象者
は「（今の職場は）やっぱり、自分の能力を成長させ
る手段かな、それしかないかな」「この場所で、１年

Figure1　現在の職場における自身の存在意義
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Figure2　現在の職場の意味
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Figure3 働くうえで重要なこと 
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間も２年間も、いつの間にか自分はここまで成長でき
たんだと、振り返ってみるとそういうことを感じると
思います」などと語っており、現在の職場で自分自身
の能力が向上でき、自己成長ができる場だと考えてい
る。＜職務上の学び＞については、「この仕事から学
んだことがたくさんあります」「（今の職場は）学びの
ある仕事だと思います」など、現在の職場では色々な
学びがあると認識している様子が窺える。
　『キャリアアップの場』には、≪キャリア形成のた
めの通過点≫と＜キャリアアップのための準備期間＞

〔ネットワークの形成〕がある。≪キャリア形成のた
めの通過点≫には、＜ステップアップの機会＞〔チャ
レンジの場〕がある。対象者は「（今の職場は）昇給
のチャンスもあるし、もっと上の立場に行くチャンス
もあるし」「日本の会社に入ってみて、自分がどこま
でできるかを試したかったし」などと語っている。つ
まり、現在の職場は次のステップに移行するための
チャンスであり、自分自身の実力やスキルを試すチャ
レンジの場であると考えている。また、＜キャリア
アップのための準備期間＞については、「前の職場に
比べると今の職場は時間の余裕と気持ちの余裕がある
ので、今の仕事をこなしながら、いろんなことを勉強

（英語の勉強）できるかなと思います」と語っており、
現在の職場で働きながら、次のキャリアのための準備
をしている様子が窺える。
　≪生活手段の場≫には、＜生活のため＞と〔ビザの
取得のため〕〔経済的手段〕がある。＜生活のため＞
については、「（日本で）生活するため」「（今の職場の
意味については）特に深く考えてなくて、（日本で生
活をするための）仕事場だと思っている」など、現在
の職場は日本での生活を維持するための仕事場だと捉
えている。また、外国人ならではの特徴として、〔ビ
ザの取得のため〕があり、「ビザを取得するため。来
年子どもが小学校に入るから、10 年、15 年ぐらい日
本にいる覚悟をしないと、子どもの教育に影響がある
から」など、子どもの教育のために日本に長期的に滞
在することを考えており、外国人が日本に滞在するた
めにはビザが必要であるため、現在の職場がビザを取
得するための場であるという一面を秘めていると認識
している。
　このように、中国人元留学生は現在の職場を『学び
の場』『キャリアアップの場』≪生活手段の場≫である
と捉えている様子が窺えた。特に、現在の職場が大学
や大学院を卒業後の初めての職場である場合、多くの
学びが得られると考えられる。また、外国人社員に

とって仕事を続けることは、日本での生活を維持した
りビザを取得したりするなど、日本で生活をするうえ
で必要不可欠なものである推測できる。さらに、ある
程度仕事に慣れてくると、現在の職場を次のより良い
ステップに移行するための場であると考えたりする様
子が窺える。

働くうえで重要なこと　中国人元留学生が認識する【働
くうえで重要なこと】として、『良好な職務態度』12 件、
≪キャリア≫ 5 件、≪経済的安定≫ 3 件が得られた。そ
の結果を Figure3 に示す。
　『良好な職務態度』には、≪異文化に対する適合的
姿勢≫≪真摯な姿勢≫がある。≪異文化に対する適合的
姿勢≫には、＜日本の習慣・文化への適合＞＜日本人
の考え方への理解＞＜日本人の職務スタイルへの理
解＞＜協調的態度＞がある。対象者は、「（働くうえ
で）日本の文化を尊重することが大事だと思います」

「やっぱり、日本人の考え方とか理解しないと。その
人を理解すると、その人はこういう考え方があるか
ら、私もそれにあったものを提供できて、自分を高め
ることもできる」「もっとも大事なことは、日本人の
仕事のやり方を理解し、それに合わせること」「働く
うえで協力し合う姿勢、まあ、やっぱり、みんな仲が
よければ、それが一番大事かと」などと語っており、
働くうえで異文化に対して理解し、協調する態度が重
要だと認識している。また、≪真摯な姿勢≫には、＜
与えられた仕事をまじめにやること＞〔責任をもって
仕事をやること〕〔会社のルールの順守〕がある。対
象者は「自分の仕事をまじめにやれば誰にも文句を言
われないので、自分の仕事をきちんとやらないといけ
ない」「会社の基本的なルールや不動産の規定などは、
あなたが合わせるしかありません」など、職場で働く
うえで、まじめな職務態度や責任感、ルールの順守な
ど、真摯な職務態度が重要であると捉えている。
　≪キャリア≫には、＜キャリアアップ＞〔学び〕〔経験〕

〔人脈〕がある。対象者は「上に上がるチャンスが大事」
「今の会社の仕事は前の会社と比べたらずっと簡単か
もしれないけど、その中でも勉強できることがあるん
ですね。（それが大事）」「経験と人脈が大事です」など、
働くうえで次のステップに進むためのキャリアアップ
や仕事からの学び、経験、ネットワークなど、将来の
キャリアにつながることが重要だと認識している。
　≪経済的安定≫には、＜安定的生活＞〔収入〕がある。
対象者は「もちろん現実的には、経済的に、お金、生
活に困らないことだと思うんです」「もちろんお金で
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す、お金が大事で、二番目はキャリアと上がるチャン
ス」などと語っており、日本で働くことによって、安
定的な生活を維持することが重要で、そのためには収
入の安定が重要であると語っている。
　以上のように、中国人元留学生は働くうえで、『良
好な職務態度』≪キャリア≫≪経済的安定≫が重要であ
ると捉えている様子が窺えた。特に、外国人社員に日
本人社員と同じ働き方を期待する職場では、外国人社
員が「日本人の考え方や職務スタイルを理解する」こ
とが求められ、働くうえで良好な職務態度を重要だと
認識すると考えられる。また、現在の職場を次のキャ
リアに移行するためのステップであると考える場合
は、働くうえでキャリアと経済的安定が重要であると
考えている。

分析 2 の結果と考察
　分析 2 では、対象者が認識している【現在の職場
における自身の存在意義】において、『元留学生とし
ての特性が活かせる存在』について言及があった対象
者 A, B と『個人としての特性が活かせる存在』につ
いて言及があった対象者 E, F, G、及び両方において
言及があった対象者 C, D 別に、【現在の職場の意味】
と【働くうえで重要なこと】がどのように異なるかを
検討した。その結果、中国人元留学生が現在の職場に

おいて自分自身が『元留学生としての特性が活かせる
存在』であると認識する場合（対象者 A, B）、現在の
職場が『学びの場』≪生活手段の場≫であり、働くう
えで『良好な職務態度』が重要であると捉えている様
子が窺えた。また、現在の職場において自分自身が『個
人としての特性が活かせる存在』であると認識する場
合（対象者 E, F, G）、現在の職場が『キャリア形成の場』
であり、働くうえで≪キャリア≫や≪経済的安定≫が重
要であると捉えている様子が窺えた。さらに、『元留
学生としての特性が活かせる存在』『個人としての特
性が活かせる存在』の両方について認識する場合（対
象者 C, D）、現在の職場が『学びの場』や『キャリア
形成の場』であり、働くうえで『良好な職務態度』や
≪キャリア≫を重視することがわかった。以下では、
それぞれのカテゴリーにおいて典型的な事例を取り上
げ、現在の職場における自身の存在意義と現在の職場
の意味、及び働くうえで重要なことの関連について詳
細に述べる。

『元留学生としての特性が活かせる存在』の場合
事例 1（対象者 B）
　対象者 B は【現在の職場における自分自身の存在
意義】として次のように語っている。
　「会社の考え方としては、普通に、中国語をしゃべ
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れる日本人だと思っている。全然、日本語でコミュニ
ケーションを取るときも不便を感じないし、プラス、
今の建設業界って、職人さんに中国人も多い。まあ、
外国の人全体が多いけど、中国の人が多いので、それ
で、何かあれば逆に助かるとみんな思っている。そう
いう現場の調整は、中国人同士で中国語で話せば通じ
やすいし、まあ、親しみ、向こうも親しみを感じて、
仕事をちゃんとやってくれる」
　現在の職場において、中国語で仕事の調整を図って
おり、それによって仕事がより効率的に進んでいると
周りの人から評価され、自分自身もそれを実感してい
る様子が窺える。つまり、対象者 B は、自分自身が
現在の職場において、「元留学生としての特性」であ
るる、中国語などを活かせる存在であると認識してい
ることがわかる。
　また、【現在の職場の意味】については次のように
語っている。
　「まあ、そこらへんは特に深く考えてなくて、ただ
仕事場だと思っていて、ただ、知らずのうちに毎日を
過ごして、いつの間にか、うちの（会社の）エアコン
ができていて、いつの間にか、振り返ってみると、あ、
この場所で、1 年も 2 年も、いつの間にか自分はここ
まで成長できたんだと振り返ってみるとそういうこと
を感じると思います。まあ、もちろん周りの人と協力
して仕事を一緒にしている場所ですし、プラス、自分
は毎日仕事をしていくうえで、成長していく場所でも
あると思います」
　つまり、対象者 B は、現在の職場を日本での生活
のために仕事をこなしている「生活手段の場」である
と認識していたが、インタビューで現在の職場の意味
について質問され、今までの自身の姿を振り返ってみ
ると、仕事を通して「自己成長」ができた、「学びの場」
でもあると捉えていることがわかる。
　さらに、【働くうえで重要なこと】については、次
にように語っている。
　「働くうえで一番大事なのは、今の現場は 4 人なの
で、働くうえで協力し合う姿勢、まあ、やっぱり、み
んな仲がよければ、それが一番大事かと。例えば、こ
の 4 人が性格が全然合わなくて、毎日喧嘩とかすると、
4 人で 1 つのチームにならないし、協力しようともし
ないし、そうすると仕事にはマイナスがでて、結局、
4 人の力は発揮できなくて、実際的に 2 人か 1 人の力
にしかならないかもしれない。なので、そういうとこ
ろが一番影響がでる、大事かなと思います」
　つまり、対象者 B は働くうえで、特にチームのメ

ンバーが協力し合う「協調的態度」が最も重要である
と捉えている。
　このように、対象者 B は施工現場で同僚とチーム
で働いており、現場の職人の中には中国人もいる。そ
のため、現在の職場で中国語や中国に関する知識を活
かして現場の職人との仕事の調整を図っており、「元
留学生としての特性が活かせる存在」だと認識してい
る。また、質の高い仕事を追求するため、職場におい
て「自己成長」を感じ、職務上の「学びが多い」と認
識する。さらに、チームで働く仕事が多いため、仕事
をするうえで「良好な職務態度」が重要であると認識
している。

『個人としての特性が活かせる存在』の場合
事例 2（対象者 F）
　対象者 F は現在の【職場における自分自身の存在
意義】として次のように語っている。
　「そうですね。えー。上司とメンバーから聞いて、
私すごく仕事ができますし、早いって、対応も早い
です。じつは、私の仕事は結構専門的な仕事なので、
えー、この専門性は日本には同じ専門を持っている人
が少ない、（ということ）が評価です」
対象者 F は、職場において自分自身が持っている専
門性が周りから評価されていると捉えており、自らも
現在の職場で専門性を活かせるという、「個人として
の特性が活かせること」を存在の自分自身の存在意義
として認識している様子が窺える。
　また、【現在の職場の意味】については次のように
語っている。
　「（今の職場は）昇給のチャンスもあるし、もっと
上の立場に行くチャンスもあるし、それから、専門性
を高めるとか、自分の実力をつけて成長するっていう
チャンスもある場所っていう感じ」
　つまり、対象者 F は現在の職場を昇給や専門性を
高めることができる、「キャリアアップの場」として
捉えていることがわかる。
　さらに、【働くうえで重要なこと】については、次
にように語っている。
　「（働くうえで大事なことは）えー、もちろんお金で
す。お金が大事で、二番目はキャリアと上がるチャン
ス、そうそう、この二つ、大事です」
前述の通り、対象者 F は、現在の職場がキャリアをアッ
プさせるための場所であると捉えており、働くうえで
重要なことについても、「キャリア」を挙げている。
また、対象者 F は、日本で安定的な生活を送るため
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には「経済的安定」が必要であると捉えていると考え
られる。
　このように、対象者 F は、現在の職場において将
来を見据える余裕があり、自身の特性をより活かした
いという向上心があるため、現在の職場は経験を積み
次のステップに移行するための「キャリアアップの
場」であると認識している。また、現在の職場をキャ
リアと結びつけて考えているため、働くうえで重要な
ことは「キャリア」であったり、キャリア構築のため
に必要な条件で、生活の基盤となる「経済的安定」で
あったりしている様子が窺える。

事例 3（対象者 G）
　対象者 G は現在の【職場における自分自身の存在
意義】として次のように語っている。
  「私は、自分の存在？今の部署って、かなり私を中
心に回っているんですね。今の部署は。なので、存在
と言ったら私が言うのもおかしいんですけど、たぶん
大きいと思います。いざ、私がやめてしまうと。なの
で、そんなにいてもいなくてもいいような存在ではな
い気がしますね。だから、そこはなおさら責任をもっ
てやらなくてはいけないとか、そういう気持ちのほう
が強くて。そうですね、いまの部署に限って言えば、
やりがいと感じているっていうか」
　対象者 G は、現在の職場は自身の存在意義が大き
く、職場において自分自身は欠かせない存在であると
認識していることがわかる。
　また、【現在の職場の意味】については次のように
語っている。
　「ちょっとだんだん今自分の必要性がなくなって来
ている。要はやり方が決まっているから、後は向こう
の通訳、日本語分かる人が来ているのでその後の仕事
は波に乗って、その流れに乗って日本人の担当の部署
だけ担当する人と毎日データを送信して、データを受
信する。なんか問題あったら連絡する、っていうくら
いの流れになっているから。だからトラブルとかよっ
ぽど大きなトラブル、向こうの回線が故障してもう通
信できない状態になるとか、よっぽどそういうことが
なければ私は呼ばれないんです。普段のルーティンに
は入ってないので。だからそこはどこまで通用出来て
どこまで出来るのかっていうのも日本の社会に会社に
入ってみて、できるかどうかっていうのは試したかっ
たし、今は全部できたところで、じゃあ、私は日本の
会社で多分どこに行ってもやっていけるっていう自信
はついていますよ」

　対象者 G は、現在の職場において自分自身ができ
ることにチャレンジし続け、現在の仕事を軌道に乗せ
ており、それによって、どの会社に行っても仕事をう
まくやり遂げる自信がついている様子が窺える。つま
り、対象者 G は、現在の職場を「キャリアアップの場」
であると捉えていると考えられる。
　さらに、【働くうえで重要なこと】については、次
にように語っている。
　「働く、うーん、そうですね。まあ、一つは、生活
をするためには働かなければいけない。プラス、えー
自分の、さっき言って、今の仕事に満足できていない
といのは、自分の今の可能性を失っているから、そこ
を試す場」
  つまり、対象者 G は、日本での「生活を維持する」
ために働くことと、自分自身のキャリアアップのため
に、チャレンジし続けていると捉えている。
　このように、現在の職務として、アルバイト社員の
作業管理や製品発送前の最終確認の仕事を担当してお
り、自分は職場にとって中心的な存在であると認識し
ている。また、採用された当初、会社は外注先となる
中国の会社を探しており、この業務を担当し、中国の
複数の会社を外注先として開拓した。1 年ほどで業務
を他の社員も担当できるようにシステム化し軌道に乗
せ、その後複数の部署に配属され様々な経験を積んで
いる。このような経験を積んできているため、現在の
職場は「実力を試す場所」であると捉え、働くうえで
重要なことは「経済的安定」と「自身の可能性を試
す」などのキャリアに結びつくことであると認識して
いる。

『元留学生としての特性が活かせる存在』と『個人とし
ての特性が活かせる存在』の場合
事例 4（対象者 C、対象者 D）
　対象者 D は【現在の職場における自身の存在の意
義】について次のように語っている。
　「（現在の職場における自身の存在意義としては）最
近多くの外国人が日本で不動産を買います。不動産の
会社に外国人がいることといないことには大きな違い
があると思います。意義はここにあると思います。仕
事によっては、私たちみたいな外国人がいないところ
がありますが、その場合は買い手が通訳の人を連れて
きますが、通訳の人と私たちの役割はまた大きく違い
ます。通訳の人は単純な通訳であり、私たちの仲介の
立場から問題を見ることができません。なので、今の
会社で通訳（翻訳）と仲介の業務（不動産の知識など）
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が、私たちが存在する意義だと言えると思います。」
　対象者 D は現在の職場において、中国語の通訳や
不動産の仲介業務に関する専門知識が活かせていると
認識しており、それが現在の職場における自分自身の
存在の意義であると捉えている。つまり、現在の職場
において、元留学生としての特性と個人としての特
性、両方が活かせていると捉えている様子が窺える。
　また、【現在の職場の意味】については次のように
語っている。
　「不動産の仕事は私にとっても学びがある仕事だと
思います。」（対象者 D）、「今の仕事ですか。一つは、
不動産の経験を積むことができる、二つ目はもっと大
きなネットワーク（人脈）を持つことができる」（対
象者 C）
　このように、対象者 C, D は、現在の職場が「学び
の場」であり、また、現在の職場は経験を積み、ネッ
トワークを広げることができる、「将来のキャリア形
成のための場」であると認識することがわかる。
　さらに、【働くうえで重要なこと】については、次
にように語っている。
　「もっとも大事なことは、日本人の仕事のやり方を
理解し、それに合わせることだと思います。日本人が
あなたのやり方に合わせることはないからです」（対
象者 D）、「（働くうえで重要なことは）経験と人脈です」

（対象者 C）
　つまり、働くうえで日本人の仕事のやり方を理解す
る「異文化に対する適合的な姿勢」や経験と人脈など
の「キャリア」を重視している様子が窺える。
　このように、対象者 C と D は、会社の国際事業部
で不動産の仲介に関する業務を行っており、利用客は
中国人などの外国人が多いため、中国語や中国の文
化に関する知識が活かせていると実感している。ま
た、不動産の仲介業務は、不動産に関する専門知識が
求められ、職場では単に中国語の通訳や翻訳だけでな
く、専門知識の活用が欠かせないと認識している。さ
らに、対象者は転職の経験があり、現在の職場と前の
職場は業務内容が異なっているため学びが多く、現在
の職場で経験を積み、ネットワークが広がるなど、現
在の職場は将来のキャリアに繋がると捉えている。現
在の職場が「学びの場」であるため、日本人のやり方
を理解し、それに合わせることが重要だと認識してお
り、また、将来のキャリア形成のためには、経験や人
脈などが大事だと捉えている様子が窺える。

総合的考察と今後の課題

　本研究では、日本の企業で働いている中国人元留学
生が認識している、【現在の職場における自身の存在
意義】と【現在の職場の意味】、【働くうえで重要なこ
と】について明らかにした。その結果、【現在の職場
における自身の存在意義】として、『元留学生の特性
が活かせる存在』『個人の特性が活かせる存在』の 2
つの大カテゴリーが得られた。また、【現在の職場の
意味】として、中国人元留学生は現在の職場を『学び
の場』『キャリアアップの場』「生活手段の場」である
と捉えていることがわかった。さらに、【働くうえで
重要なこと】として、中国人元留学生は『良好な職務
態度』≪キャリア≫≪経済的安定≫を認識している様子
が窺えた。以下では、現在の職場における自身の存在
意義のカテゴリー別に、現在の職場の意味と働くうえ
で重要なことがどのように異なるのかについて述べ、
それが対象者の職歴や経験とどのような関連があるの
かに焦点を当て、考察を行う。
　『元留学生の特性が活かせる存在』としては、中国
人であるゆえに中国語で仕事の調整を図ったり、中国
語ができることや中国の文化が身についていることを
職場でのメリットとして捉えていた。また、『元留学
生としての特性が活かせる存在』であると認識する場
合、職歴が 1 年から 2 年半程度と短く、現在の職場
にまだ慣れていない傾向があり、中国語や中国文化に
関する知識を職場で活かせるような元留学生としての
意義を感じている様子が窺えた。また、職歴が短い
ゆえに、現在の職場が『学びの場』や≪生活手段の場
≫であり、働くうえで『良好な職務態度』が重要であ
ると捉えている様子が窺えた。つまり、『元留学生と
しての特性が生かせる存在』として認識する場合は
まだ職歴が短く、留学生個人が職場に与える影響よ
り、職場が「個」に与える影響（加賀美 ･ 徳井 ･ 松尾 , 
2016）が大きいため、職場から中国語などで仕事の
調整をすることを求められたり、評価されたりする可
能性がある。しかし、この場合は、前述の日本人社員
ではまかなうことが難しいリソースを外国人社員に補
充してもらう形態（平井 , 2016）であると考えられ、
日本人社員と外国人社員が対等な立場で協働できる仕
事環境であるとは言えず、外国人社員の力をうまく活
かせているとは言えない。
　『個人としての特性が活かせる存在』については、
専門知識を持っており、仕事ができるため会社の中
心的な存在であると認識している。『個人としての特
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性が生かせる存在』であると認識する場合、職歴が 6
年くらいと中長期であり、職場に慣れている傾向があ
る。また、専門性を活かしたり、会社のいろいろな部
署で挑戦的な仕事をしたり、中国における外注先を開
拓し、システム化することなどに意義を感じている。
職歴にある程度の長さがあるために、現在の職場は経
験を積み次のステップに移行するための『キャリア形
成の場』であると認識し、また、現在の職場をキャリ
アと結びつけて考えているため、働くうえで重要な
ことは≪キャリア≫であり、キャリアを構築するうえ
で必要な条件である≪経済的安定≫であると捉えてい
る様子が窺えた。つまり、『個人としての特性が生か
せる存在』として認識する場合は、職歴がある程度長
いために、「個」として職場に影響を与えている（加
賀美 ･ 徳井 ･ 松尾 , 2016）と考えられる。この場合、
職場では元留学生としての特性より個人としての特性
が評価されており、また、外国人社員や日本人社員の
区別をしない職場であるため、「個」がもっている専
門性やスキルを最大限に発揮できる仕事環境であると
言える。このような職場では外国人社員と日本人社員
がそれぞれもっている特性を活かすことができ、相互
に学び合うことで仕事の効率が上がり良好な人間関係
が構築できると推測される。
　『元留学生としての特性が活かせる存在』と『個人
としての特性が活かせる存在』の両方を認識する場
合、仕事の業務内容上、利用客には外国人が多く、職
場では常に外国語の通訳や翻訳、および専門知識が求
められている。つまり、このような職場では、「元留
学生」としての語学力や「個」が持っている専門知識
などのスキルや能力、両方が求められ総合的に評価さ
れることが考えられる。また、通算の職歴が 7 年半
程度と長いものの転職の経験があり、現在の職場にお
ける職歴が 4 年半と中程度である。この場合、現在
の『職場は学びが多い』と認識しており、職務を学ぶ
ためには『良好な職務態度』が重要だと捉えている。
　以上のように、対象者の職歴の長さや経験、職場で
求められている内容により、職場において自分自身が
活かせると認識する特性が異なっており、それによ
り、現在の職場の意味や働くうえで重視することが異
なる傾向が示された。多文化化が進んでいる日本の職
場では、外国人社員に日本のやり方に一方的に合わせ
ることを求めるのではなく、日本人にない発想や日本
人とは異なるメンタリティー（横須賀 , 2007）など
を尊重し、外国人社員が持っている力を最大限に活か
せる職場を作っていくことが重要であると考える。ま

た、外国人社員と日本人社員が対等な立場で学び合
い、協働して仕事を進めていくことが相互変容に繋が
り、職場の活性化につながることが示唆された。
　今後の課題としては、今回は限定された対象者の分
析を行っているため、元留学生社員や日本人社員を対
象に量的調査を行い、元留学生の職場における存在意
義と就労に対する認識の関連を明らかにしたい。ま
た、日本人社員の元留学生社員に対する認識を探りた
い。

付記

　本研究は、「多文化就労場面における元留学生の異文化間コン
フリクトと影響要因の研究」平成 27-30 年度日本学術振興会科
学研究費補助金（基盤研究 (C) 研究課題番号 15K02634 研究代
表者 加賀美常美代）による成果報告の一部である。
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