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Abstract: This paper highlights the characteristics of career exploration in the first- 
year of Vietnamese and Nepalese students attending language schools in Japan which 
diverges from past research on Chinese and Korean students. Each study of this two-
part investigation shares the same research questions, but differs in methodological 
approach. Study1, a questionnaire was conducted with first-year students. The factor 
analysis results suggested three factors for each group. The results from study 1 reveal 
that "Self-exploration" was most commonly expressed by Vietnamese students. 
"Searching for potential schools" and "Information gathering" were expressed more by 
Vietnamese students who have work experience. For Nepalese students, there was no 
differences in all factors regardless of work experience. Study 2 again examined the 
obtained scores from the questionnaire. It is clear that Vietnamese students’ "self-
exploration" scored higher than other factors and Nepalese students’ factor score could 
not confirm any significant differences. These findings indicate that; 1) Vietnamese 
students with no work experience recognize they are in the initial stage of career 
exploration, 2) Vietnamese students with work experience recognize their career 
exploration is in the early stages, 3) for Nepalese students, their career exploration is 
fully focused on continuing their studies. 
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１ 研究目的 
本研究では日本国内にある日本語学校、すなわち、

日本国内にある民間企業等が運営し、外国人留学生が

高等教育機関への進学を目指す教育機関を対象として

研究を行なう。  
日本国内では現在、日本語学校に通う留学生の約 7

割が国内の大学や専門学校へ進学している[1]。言い換

えると、日本語学校は日本の高等教育機関へ進学する

ためのキャリアパスとなっている。そのため、日本語

学校での進路サポートが留学生の学生生活の満足度に 
------------------------------------------------ 
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影響を与えていることが指摘されている 1)。 
一方、日本語学校の進路サポート上の課題として、

進路を決める時期になっても卒業後の目標が定まらな

い学生や進路選択を躊躇する学生がいることが上げら

れる 2)。こうした進路サポートの課題を解決する方法

として、留学生の文化や価値観、社会的状況に基づい

た異文化理解が必要であることが指摘されている 3)。 
 これまで留学生は主として漢字圏からの国籍が多か

った。しかし近年、増加傾向にあるベトナムやネパー

ル等からの留学生は、非漢字圏出身であるが故に日本

語習得に時間がかかることが指摘されている 4)。その

ため、キャリア支援についても早期からのサポートが

 

る。この国は時間に寛容だから 10 分くらい遅れても

問題ない、ではなく、約束の時間は守る。そうした地

道な積み重ねにより、日本人とはこのようなものだと

認識され、リスペクトされる。 
第2に、その人らしさが仕事で発揮されてこそ、日

本人らしい人を超えて、個性ある一個人として「by 
name」で認知される。個性の発揮のしかたはさまざま

だが、対象者からは主に次の3つが挙がった。 
 仕事上の専門性、能力の高さで貢献する 
 日本や相手国の、たとえば歴史や文化について、相

手を尊重しつつ自分の理解や考えを表明する 
 人生哲学や仕事上の倫理観など、確固とした自分の

考えを示し、ブレずに判断し、行動する 
たとえば、法規制がなく他社も廃液を垂れ流している

からそれでいい、ではなく、現地に不利益なことはし

ない。現地に貢献するために、国際社会の一員として

の倫理観、仕事を進める上での哲学を自分の中に確立

することは、目立たないがキーポイントである。 
第3に、単なる日本からの視点、所属企業の視点か

ら脱却し、地球規模の視点から発想し、地域社会に貢

献することが求められる。自国・自社・自分を利する

発想、自分の可能性を試すという自己都合の発想では

なく、その国・地域・人々のために何ができるか、と

いう発想である。本稿で定義したグローバル人材要件

を総動員して異文化間コミュニケーションという格闘

の過程で、個々人の個性を主体的に発揮することから

のみ、その答えは導き出されるのではないだろうか。 
 

注 
[1]  底辺の楕円部分は、ビジネス上の要件ではないこと

から第1論文では含めなかった。しかし、調査の過

程でそれらの重要性を指摘する声が多く挙がった

ことから、2017年の第4次調査後に追記した。 
[2] 筆者および、横浜国立大学学務部職員各回 1～2 名

（岸信治、関富士夫、栗原淳、春山慶太、野泰輔、小

林恭平。年度により参加者は異なる）で実施した。 
[3]  アンケートは対面で実施した。否定的な回答を選び

にくいバイアスがかかることが想定されたため、選

択肢5以外を選んだ対象者には違和感がないか、追

加質問し、ネガティブ意見を含め抽出に努めた。 
[4]  カギカッコ内の斜体文は対象者の発言の抜粋である。

わかりにくい係り受け等、主旨を損なわない範囲で

筆者が修正して掲載した。 
[5]  同郷の下位カーストの人を上位の人よりも上の地位

に昇進させた結果、休暇で帰郷時に、昇進した人が

殺害されたケースがあると聞く。 

[6]  UAE ではヒジュラ暦と呼ばれる太陰暦を採用して

おり、宗教家が月の満ち欠けをみて祝日を決める。

該当日の数日前に確定したり、変更になることもあ

る。UAE調査時、企業訪問日が祝日になり慌てた。 
[7]  1940年、リトアニアのカウナス領事館領事代理だっ

た杉原千畝は、外務省の命令に従わず、ナチス・ド

イツの迫害を逃れてきたユダヤ避難民たちに大量

のビザ（通過査証）を発給し命を救った。 
[8]  キリスト教文明以外の世界は「非文明」であり、そ

うした他者世界を文明化するという独善が、ラテン

アメリカの植民地化の過程にあった 17 )。 
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望まれる。 
 そこで本研究では、こうした現状を踏まえ、ベトナ

ムやネパールの非漢字圏からの留学生を対象に、初年

次のキャリア探索の特徴について明らかにすることを

目的とする。 
 
２ 先行研究 
2.1 キャリア探索に関する研究 
キャリアとは、「生涯過程を通して、ある人によって

演じられる諸役割の組み合わせと連続」のことである

5)。Super(1985)6)は、回顧と展望を通じて自己概念が形

成され実現されていくプロセスであるキャリア発達に

は移行期があるとした。この移行期には新しい段階へ

進むための意思決定の過程があり、そこでは様々な選

択や模索が行なわれる。Super(1985)6)はこうした試行

錯誤を行なう段階をキャリアにおける探索とした。つ

まり、キャリア探索とは、新たな役割を獲得する過程

に必要な準備行動であると言える。 
キャリア探索に着目した研究は、主に学校から仕事

社会への移行を対象にした研究が進められている。

Stumpf et.al(1983)7)は、キャリア探索に関するこれま

での一連の研究を包括し、キャリア探索尺度を開発し

た。そして、自己について考え評価する自己探索と仕

事の世界について情報を得る環境探索の2つがキャリ

ア探索の軸であると指摘した。 
Blustein(1989)8)は、就業経験のある大学生と就業経

験がない大学生の二群を対象に、キャリア探索の時期

における自己探索と環境探索の変化について分析した。

その結果、1)就職活動が本格化していない時期におい

て、就業経験のある学生の環境探索は、就業経験のな

い学生に比べてあまり行なわれない、2) 就業経験に関

わらず、自己探索は就職活動が本格化しない時期から

行なわれる、3)就職時期になると就業経験の有無に関

わらず環境探索が積極的に行なわれることを明らかに

した。これらの結果より、本格的な進路選択を行なわ

ない時期のキャリア探索は、自己概念を特定するため

の自己探索が中心に行なわれ、徐々に環境探索へと変

化することを指摘した。このように、キャリア探索に

関する研究は、新しい段階への移行に向けて、本格的

に準備する時期とそうでない時期に分けて分析されて

いる。 
日本国内のキャリア探索に関する研究において、安

達(2010) 9)は、選択プロセスの初期、すなわち、本格的

な就職活動が行なわれていない時期をキャリア探索の

初期とし、キャリア探索の初期における日本人学生の

特性ついて分析にした。大学1年生から3年生を対象

に本格的に就職活動をしていない時期を分析対象とし、

キャリア探索尺度 7)を用いて各探索行動に該当する項

目の平均値を求めた。その結果、学年に関わらず環境

探索より自己探索が積極的に行なわれていることを明

らかにした。また、初期のキャリア探索には、「情報収

集」、「自己理解」、「他者から学ぶ」の3つの側面があ

り、「他者から学ぶ」という行動は環境探索と自己探索

の双方と相関があることを明らかにした。そして、こ

うした初期の探索行動の比重は性別による違いがある

と指摘した。 
以上のように、キャリア探索に関する研究おいて、

次の段階への移行が始まる時期を基準にし、キャリア

探索にどのような変化や違いが見られるのか、その実

態究明が行なわれている。 
 

2.2 日本語学校を対象としたキャリア探索に関する

先行研究 
日本語学校を対象とした研究では、主にキャリア探

索に直接の影響を与える進路選択自己効力[2]について

研究が進められている。村越(2011)2)は、中国人留学生

と韓国人留学生の進路探索自己効力感に影響を与える

教職員の進路サポートについて分析した。その結果、

国籍に関わらず、留学生の「情報収集」と「計画遂行」

という2つの行動は、教職員のサポートから影響を受

けるが、そのサポートの内容は出身国によって異なる

ことを明らかにした。 
酒井(2015) 10)は、中国人留学生のキャリア探索と進

路選択自己効力感との関連について分析した。その結

果、中国人留学生のキャリア探索には環境探索と自己

探索の2つの行動があり、環境探索は進路選択自己効

力感を構成する情報収集と計画遂行に関連することを

明らかにした。そして中国人留学生は、両親を含めた

親類関係者からの承認および、外部に対して対面が保

てることを意識し、キャリア探索をしていると指摘し

た。また、酒井(2015) 10)は日本語学校に在籍する留学

生は進学先を選択する際に、将来的な就業を意識して

いる特徴があることを指摘し、進路選択における就業

か進学かという進路の違いは、日本語学校の留学生の
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キャリア探索に影響を与えないと述べている。 
このように、日本語学校の留学生を対象にしたキャ

リア探索の研究では、国籍によって他者から受ける支

援に違いがあることが明らかにされており、これらの

研究は主に中国人留学生を対象に進められている。近

年の日本語学校では、ベトナムやネパール等の非漢字

圏からの留学生が多く在籍し、様々な困難が指摘され

ているため、こうした出身国に着目し、キャリア探索

がどのように異なるのか明らかにする必要があるだろ

う。また、留学生の進学に関するキャリア探索は、仕

事社会への移行を対象とした研究成果と関連させて検

討できる可能性が示されていることから、日本語学校

の留学生のキャリア探索を検討するにあたり有効な枠

組みになると考えられる。 
 
2.3 研究課題 
日本語学校に入学する留学生は、様々な背景を持っ

ている。高卒や大卒等、学歴も様々である他、社会人

として就業した経験がある場合もある。特にベトナム

やネパールでは、現地の日本語学校から日本国内の日

本語学校へ入学することが一つの留学ルートとなって

いるため、留学前に母国にある日本語学校へ通うケー

スが多く、高校卒業後にすぐに来日するケースの方が

少ないと考えられる。 
前述のキャリア探索に関する既存研究および、上記

の留学生の状況を踏まえると、留学生の初年次のキャ

リア探索について、次の 2 点が仮説として示される。

まず、第一に、ベトナムとネパールという出身国、性

別、就業経験の有無によりキャリア探索に違いがある

のではないだろうか。そして第二に、進学に関する情

報を得るという環境探索に比べ、自己について考え評

価する自己探索のほうが積極的に行なわれているので

はないだろうか。  
そこで、以下の2つの課題を設定する。 
 

1)ベトナム人留学生とネパール人留学生のキャリア探 
索について明らかにする。 

2)ベトナム人留学生とネパール人留学生のキャリア探 
索の活動状況について明らかにする。 
 
以下では、この2つの課題に関する方法論について

記述する。 

３ 方法  
3.1 調査対象について 
調査対象は、福岡県に所在する日本語学校1校であ

る[3]。福岡県は、ベトナム人留学生の他、ネパール人留

学生が多く在籍することが特徴である。調査対象の日

本語学校は、日本の高等教育機関へ進学する留学生を

対象とした民間の学校であり、毎年、9 割以上の留学

生が大学や専門学校に進学している。2017 年 5 月時

点で1年生に約180人の留学生が在籍しており、出身

国は、ネパール、ベトナム、ミャンマー、スリランカ、

中国等である。この日本語学校では 30 程度の仲介業

者から紹介を受けた学生の中から面接試験を行ない、

留学生を選抜している。面接では、留学目的が明確で

あること、日本の生活に適応でき、日本語学習に積極

的に励む姿勢を持つ学生を採用している。そのため、

本データは、こうした日本語学校側の意図の影響を受

けた留学生の特徴が反映されることが考えられる。 
 

3.2 質問紙の構成 

本研究で用いた質問紙は、次の通りである。まず、

キャリア探索尺度と進路に関する質問、性別・国籍・

就業経験の有無等の項目で構成されている。キャリア

探索尺度は、酒井(2015) 10)を使用した。この尺度は、

Stumpf, Colarelli & Hartman(1983)7 )の環境探索行動

7 項目と自己探索行動の 5 項目を邦訳し、進学に関す

る質問に変換されたものである。これらの質問項目に

ついて、現在どの程度行なっているか、「非常によく行

なっている」から「全く行なっていない」までの7段

階評定でもとめた。なお、対象者が在籍する日本語学

校では、進学に関するガイダンスや講演会は初年次の

留学生向けにまだ行われていなかったため、このキャ

リア探索尺度の項目のうち、「進学に関連したガイダン

スや講演会を聞きに行く」を除いた 11 項目を使用し

た。就業経験の有無の質問は「社会人として働いたこ

とがありますか」と尋ね、2 件法による回答をもとめ

た[4]。 
対象者の日本語レベルが初級であったため、質問紙

は、英語とベトナム語に翻訳した。バックトランスレ

ーションにより、各国語版における等価性を考慮し、

その適切さを確かめた。 
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3.3 調査方法と対象者 
調査は 2017 年 9 月中旬に、対象の日本語学校に在

籍する1年生全員に実施した。ベトナム人留学生とネ

パール人留学生に対して質問紙を合計で130部配布し、

104部回収した（回収率:80.0%）。回答に著しく不備が

あるもの及び、日本語学校修了後に帰国や就職を希望

する回答を除いた 99 部を有効回答数（有効回答

率:95.2%）とした[5]。集計結果は表1のとおりである。

ベトナム人留学生43名（男性20名、女性23名）、平

均年齢21.5 歳(SD = 2.81)である。ネパール人留学生

56名（男性35名、女性21名）、平均年齢21.9歳(SD 
= 2.12)である。 
母国での最終学歴は、ベトナム人留学生が高校29名、

専門学校14人であり、ネパール人留学生は、高校34
名、専門学校 16 名、大学 6 名である。卒業後の進路

希望は、ベトナム人留学生は専門学校36名、大学7名

であり、ネパール人留学生は専門学校が 33 名、大学

が23名である。 
過去の就業経験について、就業経験があると回答し

たベトナム人留学生は 21 名で、就業経験がないと回

答したのは 22 名である。また、就業経験があると回

答したネパール人留学生は 22 名で、就業経験がない

と回答したのは 34 名である。ベトナム人留学生とネ

パール人留学生ともに全員が日本での滞在期間は6ヶ

月程度であり、日本語のレベルは初級であった。 
 

3.4 分析方法 
国籍による違いがあることが先行研究から示されて

いるため、キャリア探索尺度はベトナム人留学生とネ

パール人留学生に分けて統計分析を行った。統計分析

は、因子分析（主因子法・プロマックス回転）であ

る。 
 

 
課題1では、因子分析で得られたベトナム人留学

生とネパール人留学生のそれぞれのキャリア探索行動

について、性別と就業経験による差異があるか t検定

により分析を行う。課題2では、前述の因子分析に 
より抽出された因子ごとに下位項目を得点化し、その

平均値を分析し、環境探索と自己探索の活動の比重に

ついて検討する。 
 

４ 結果 

4.1 ベトナム人留学生のキャリア探索の因子分析 
ベトナム人留学生の平均値および標準偏差は、表 2

の通りである。主因子法による回転なしの因子分析を

行い、スクリープロットおよび固有値を得たところ、

3因子が妥当であることが示された。3因子による因 
 
表2 ベトナム人留学生の項目別平均値と標準偏差 

 

項目の内容 平均値 SD

1) 進学を希望する学校について調べる 4.42 1.47
2) 将来、自分の進学先になりそうな学

校について調べる

4.56 1.45

3) 希望する進学先への先輩の進学状況
や希望する進学先への自分の合格可
能性について誰かに情報を得る

4.53 1.32

4) 希望する進学先について詳しい人と
話をする機会を持つ

4.23 1.51

5) 進学フェアや進学説明会に参加する 3.98 1.46

6) 自分という人間についてよく考えて
みる

4.91 1.21

7) これまでの自分についてじっくり考
えてみる

5.14 1.15

8) 自分がこれまでに学んだり、経験し
たりしたことが進学とどのように結
びつくかを考える

5.19 0.82

9) 希望する進学先について改めて考え
直す

4.63 1.09

10) 自分がこれまでに学んだり、経験し
たりしたことと進学について新しい
関連づけをしてみる

5.02 0.80

11) 興味がある専門領域についての知識
や情報を得る

5.02 1.18

表1 対象者の属性一覧 

 ベトナム人留学生 ネパール人留学生

性別 男性：20名　女性：23名 男性：35名　女性：21名
年齢 18－20歳：22 名　21－25歳：14名　26－28歳：7名 18－20歳：16名　21－25歳：37名　26－28歳：3名
来日前の最終学歴 高校：29名　専門学校：14名 高校：34名　専門学校：16名　大学：6名
就業経験 あり：21名　なし：22名 あり：22名　なし：34名
卒業後の希望進学先 専門学校：36名　大学（学部）：7名 専門学校：33名　大学（学部）：23名
日本語レベル 初級：43名 初級：56名
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子分析をしたところ、信頼係数はα=.758が得られた。

因子分析の結果は表3に示すとおりである。 
第1因子は「希望する進学先について詳しい人と話 

をする機会を持つ」、「将来、自分の進学先になりそ

うな学校について調べる」のように、進学希望や進学

見込みのある学校に関する 3 項目が集約されたため、

『興味がある学校調査』とした。第2因子は「自分がこ

れまでに学んだり、経験したりしたことが進学とどの

ように結びつくか考える」、「これまでの自分について

じっくり考えてみる」のように、自分自身に関わる 5
項目が集約されたため、『自己探索』とした。第3因子

は「進学フェアや進学説明会に参加する」、「希望する

進学先について詳しい人と話す機会を持つ」のように、

情報に関する3項目が集約されたため、『情報収集』と

した。 
その後、男女別差異を確認するため、因子分析後の

因子得点の平均値に対して t 検定を行なったところ、

有意差は確認されなかった。 

次に、就業経験の有無において比較したところ、『興

味がある学校調査』は t(41) = 2.54、『自己探索』は t(41)  
 
表4 ベトナム人留学生・就業経験別の因子得点比較 

 

 
= 0.62、『情報収集』は t(41) = 2.37であり、p < .05の

条件において、『興味がある学校調査』および『情報収

集』に有意差が認められた（表4）。このことから、就

業経験があるほうが、就業経験がない留学生に比べ『興

味のある学校調査』と『情報収集』の行動をより多く

行なう傾向があることが示された。また、この『興味

のある学校調査』と『情報収集』との関連性を見ると、

表 3 の因子間相関係数が示すように、『情報収集』と

『興味がある学校調査』との間では.562 であり、やや

強い相関があることが示され、『情報収集』と『自己探

索』との間では、.388であることから弱い相関がある

ことが示された。このことから、『情報収集』は『興味

のある学校探索』と『自己探索』のどちらにも関係し

ているが、『興味のある学校探索』との関係のほうがよ

り強いことが示唆される。 

 
4.2 ネパール人留学生のキャリア探索の因子分析 
ネパール人留学生の平均値および標準偏差は、表5の

通りである。共通性が低い1項目を削除し、10項目で

因子分析をしたところ、4 因子が得られた。この 4 因

子のうち1つの因子は下位項目が1つのみで構成され

ていた。この4因子で信頼性を確かめたところ、α=.726
であり、下位項目が1つのみで構成される因子を削除

すると、α = .753となり、信頼性が高くなった。その

ため、該当因子を削除し3因子とした（表6）。第1因

子は「興味がある専門領域についての知識や情報を得

る」、「進学フェアや進学説明会に参加する」のように、 

平均値 SD 平均値 SD 値
興味がある学校調査 0.12 0.30 -0.11 0.30 2.54
自己探索 0.02 0.23 -0.02 0.15 0.62
情報収集 0.11 0.29 -0.10 0.29 2.37

*p <.05

就業経験なし就業経験あり

表3 ベトナム人留学生のキャリア探索の因子分析結果 

 F1 F2 F3
第1因子(α =.880)　興味がある学校調査

3)  希望する進学先への先輩の進学状況や、希望する進学先への自分の合格可能性について誰かに

　 情報を得る

.948 -.240 .042

2)  将来、自分の進学先になりそうな学校について調べる .922 .087 -.087
1)  進学を希望する学校について調べる .704 .094 .031
第2因子(α =.756)　自己探索

8)  自分がこれまでに学んだり、経験したりしたことが進学とどのように結びつくかを考える .051 .962 -.286
7)  これまでの自分についてじっくり考えてみる -.060 .577 .091
6)  自分という人間についてよく考えてみる .005 .561 .143
9)  希望する進学先について改めて考え直す .059 .534 .175
10)自分がこれまでに学んだり、経験したりしたことと進学について新しい関連づけをしてみる -.136 .515 .128
第3因子(α =.791)　情報収集

5)  進学フェアや進学説明会に参加する -.107 .043 .885
4)  希望する進学先について詳しい人と話をする機会を持つ .184 -.004 .663
11)興味がある専門領域についての知識や情報を得る .263 .247 .381

因子間相関　F1 .447 .562
F2 .388
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表5 ネパール人留学生の項目別平均値と標準偏差 

 
 
学校探しに関わる項目の他、「希望する進学先について

改めて考え直す」のように進学先について考える項目

が集約されたため、『進路に関する知識拡張』と命名し

た。第2因子は「将来、自分の進学先になりそうな学

校について調べる」、「進学を希望する学校について調

べる」のように、興味がある学校について調べる項目

が集約されたため、『進学先の選定』とした。第3因子

は「これまでの自分についてじっくり考えてみる」、 
 

「自分がこれまでに学んだり、経験したりしたことが

進学とどのように結びつくかを考える」のように、自

分自身に関わる項目および学校との摺り合わせに関す

る項目が集約されたため、『自己と興味のある学校のマ

ッチング』とした。 
性差と就業経験の有無に関して因子分析前の各項目

による t 検定を行なったが、どの因子にも有意差が確

認されなかった。 

 
4.3 ベトナム・ネパール人留学生の各因子の平均得点 

ベトナム人留学生とネパール人留学生のキャリア探

索尺度から3つの因子が抽出されたため、各因子の下

位項目の平均得点をもとめた。その結果、ベトナム人

留学生の『興味がある学校調査』は4.50 (SD = 1.27) 、
『自己探索』は5.00 (SD = 0.73) 、『情報収集』は4.41 
(SD = 1.17)であった。このように『興味がある学校調

査』と『情報収集』は中点の4に近く、『自己探索』は

他の因子より高い数値であることから、『自己探索』が

より多くの行動が行なわれていることが確認された。 

ネパール人留学生の各因子の平均得点は、『進路に関 
する知識拡張』は5.84 (SD = 0.86)、『進学先の選定』

は5.61 (SD = 1.32)、『自己と興味のある学校のマッチ

ング』は5.66 (SD = 0.93)であった。いずれの因子も中 

点の4よりも高い数値であり、各因子の平均得点に大

きな違いは見られなかった。このことから、いずれの

行動も積極的に行なっていることが示される。 
 
 

項目の内容 平均値 SD

1) 進学を希望する学校について調べる 5.79 1.40
2) 将来、自分の進学先になりそうな学

校について調べる
5.43 1.48

3) 希望する進学先への先輩の進学状況
や希望する進学先への自分の合格可
能性について誰かに情報を得る

5.11 1.41

4) 希望する進学先について詳しい人と
話をする機会を持つ

5.61 1.53

5) 進学フェアや進学説明会に参加する 5.30 1.49

6) 自分という人間についてよく考えて
みる

6.20 1.03

7) これまでの自分についてじっくり考
えてみる

5.91 1.24

8) 自分がこれまでに学んだり、経験し
たりしたことが進学とどのように結
びつくかを考える

5.96 0.99

9) 希望する進学先について改めて考え
直す

5.73 1.18

10) 自分がこれまでに学んだり、経験し
たりしたことと進学について新しい
関連づけをしてみる

6.18 0.97

11) 興味がある専門領域についての知識
や情報を得る

6.14 1.00

表6 ネパール人留学生のキャリア探索の因子分析結果 

 F1 F2 F3
第1因子(α =.703) 　進路に関する知識拡張

11) 興味がある専門領域についての知識や情報を得る .669 .134 -.218
5)   進学フェアや進学説明会に参加する .636 .022 -.034
9) 希望する進学先について改めて考え直す .607 -.093 .115
10)自分がこれまでに学んだり、経験したりしたことと進学について新しい関連づけをしてみる .527 .030 .191

第2因子(α =.815)　進学先の選定

2)  将来、自分の進学先になりそうな学校について調べる .108 .871 .005
1)  進学を希望する学校について調べる -.035 .757 -.036
第3因子(α =.633)　自己と興味のある学校のマッチング

7) これまでの自分についてじっくり考えてみる .135 -.305 .717
8) 自分がこれまでに学んだり、経験したりしたことが進学とどのように結びつくかを考える -.218 .259 .671
3) 希望する進学先への先輩の進学状況や、希望する進学先への自分の合格可能性について誰か

　に情報を得る
.188 .324 .402

因子間相関　F1 .480 .567
F2 .297

 
 

５ 考察  

 ベトナム人留学生およびネパール人留学生のキャリ

ア探索尺度に対して因子分析を行った結果、それぞれ

3 因子が得られ、それらの因子構造は異なるものであ

った。このことから、ベトナム人留学生とネパール人

留学生の初年次におけるキャリア探索の方法に違いが

あることが示される。そのため、本節ではまず、ベト

ナム人留学生およびネパール人留学生に分けて考察を

行ない、最後に2つのキャリア探索について総合的な

考察を行なう。 
 

5.1 ベトナム留学生の初年次におけるキャリア探索

の特徴 

キャリア探索尺度の因子分析および各因子の平均

得点の結果より、2つの点が明らかとなった。 
まず、第一に、初年次のベトナム人留学生のキャリ

ア探索が『興味がある学校調査』、『情報収集』、『自己

探索』の3つにより構成され、その中でも『自己探索』

が最も多く実施されている点である。安達(2010)9)は、

進路選択が本格化していない時期のキャリア探索では

自己探索が中心に行なわれると述べているが、こうし

た指摘を鑑みると、初年次のベトナム人留学生のキャ

リア探索は、進路選択に向けてまだ本格化していない

時期と考えられる。 

第二に、過去の就業経験により『興味がある学校調

査』と『情報収集』に差異があることが認められ、さ

らに、これらの因子間にある程度の関連性が確認され

た点である。『情報収集』の下位項目を見ると、「進学

フェアや進学説明会に参加する」等、進学先や専門分

野を探す行為と推察される項目が集約されており、こ

れらのことから、就業経験のあるベトナム人留学生が、

就業経験のないベトナム人留学生に比べて進学に関す

る環境探索を行なっていることが考えられる。 
以上のことから、ベトナム人留学生全体としては

『自己探索』に重きが置かれた行動が取られているも

のの、過去に就業経験の有無において、『興味がある学

校調査』や『情報収集』という環境探索に関する行動

に違いがあることが示される。Blustein(1989) 8)はキャ

リア探索の時期と過去の就業経験との関連について、

次の段階に向けたキャリア探索が始まったばかりの時

期は、就業経験がない人のほうがより環境探索を行う

ものの、本格的な進路決定を行なう時期になると、就

業経験の有無に関わらず環境探索と自己探索のどちら

も積極的に行なわれると述べている。こうした先行研

究の指摘を鑑みると、就業経験のないベトナム人留学

生のキャリア探索は、進路選択に向けた準備が始まっ

たばかりの早期の段階であり、一方の就業経験がある

ベトナム人留学生のキャリア探索は、本格化していな

い時期とは言え、進路選択に向けて準備活動を少し始

めた時期と推測される。 

 

5.2 ネパール人留学生の初年次におけるキャリア探

索の特徴 

キャリア探索尺度の因子分析の結果、ネパール人留

学生のキャリア探索は『進路に関する知識拡張』、『進

学先の選定』、『自己と興味のある学校のマッチング』

の3つより構成されることが明らかとなった。これら

の因子名を鑑みると、ネパール人留学生のキャリア探

索は、環境探索という軸が基準になっていることが考

えられる。また、これら3つの因子得点の平均値より、

いずれの行動も積極的に行なっていることが確認され

た。つまり、ネパール人留学生の初年次のキャリア探

索は環境探索に関するものであり、すべての行動に比

重が置かれていることが推察される。 

さらに、就業経験の有無によるキャリア探索の行動

の違いを分析したが、その差は確認されなかった。

Blustein(1989)8)は、本格的に進路選択を行なう時期に 

なると、過去の就業経験の有無に関わらず環境探索が

積極的に行なわれるようになると述べている。このこ

とをネパール人留学生のキャリア探索の結果に照らし

合わせると、ネパール人留学生の初年次のキャリア探

索は、進路選択を本格的に行なう時期と類似するもの

と考えられる。 

以上のように、初年次のネパール人留学生のキャリ

ア探索は、ベトナム人留学生のとは異なり、自己探索

に関する因子が確認されなかった。キャリア探索尺度

の自己に関する質問項目を見ると、それらは『自己と

興味のある学校のマッチング』に集約されていた。下

位項目間の関連を見ると、自己と進学とを摺り合わせ

る状況がうかがえた。このことから、ネパール人留学

生の自己概念は、既にある程度特定化されており、進

学先を特定していく行動を補完するところに位置づけ

られていると推測される。 
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５ 考察  

 ベトナム人留学生およびネパール人留学生のキャリ

ア探索尺度に対して因子分析を行った結果、それぞれ

3 因子が得られ、それらの因子構造は異なるものであ

った。このことから、ベトナム人留学生とネパール人

留学生の初年次におけるキャリア探索の方法に違いが

あることが示される。そのため、本節ではまず、ベト

ナム人留学生およびネパール人留学生に分けて考察を

行ない、最後に2つのキャリア探索について総合的な

考察を行なう。 
 

5.1 ベトナム留学生の初年次におけるキャリア探索

の特徴 

キャリア探索尺度の因子分析および各因子の平均

得点の結果より、2つの点が明らかとなった。 
まず、第一に、初年次のベトナム人留学生のキャリ

ア探索が『興味がある学校調査』、『情報収集』、『自己

探索』の3つにより構成され、その中でも『自己探索』

が最も多く実施されている点である。安達(2010)9)は、

進路選択が本格化していない時期のキャリア探索では

自己探索が中心に行なわれると述べているが、こうし

た指摘を鑑みると、初年次のベトナム人留学生のキャ

リア探索は、進路選択に向けてまだ本格化していない

時期と考えられる。 

第二に、過去の就業経験により『興味がある学校調

査』と『情報収集』に差異があることが認められ、さ

らに、これらの因子間にある程度の関連性が確認され

た点である。『情報収集』の下位項目を見ると、「進学

フェアや進学説明会に参加する」等、進学先や専門分

野を探す行為と推察される項目が集約されており、こ

れらのことから、就業経験のあるベトナム人留学生が、

就業経験のないベトナム人留学生に比べて進学に関す

る環境探索を行なっていることが考えられる。 
以上のことから、ベトナム人留学生全体としては

『自己探索』に重きが置かれた行動が取られているも

のの、過去に就業経験の有無において、『興味がある学

校調査』や『情報収集』という環境探索に関する行動

に違いがあることが示される。Blustein(1989) 8)はキャ

リア探索の時期と過去の就業経験との関連について、

次の段階に向けたキャリア探索が始まったばかりの時

期は、就業経験がない人のほうがより環境探索を行う

ものの、本格的な進路決定を行なう時期になると、就

業経験の有無に関わらず環境探索と自己探索のどちら

も積極的に行なわれると述べている。こうした先行研

究の指摘を鑑みると、就業経験のないベトナム人留学

生のキャリア探索は、進路選択に向けた準備が始まっ

たばかりの早期の段階であり、一方の就業経験がある

ベトナム人留学生のキャリア探索は、本格化していな

い時期とは言え、進路選択に向けて準備活動を少し始

めた時期と推測される。 

 

5.2 ネパール人留学生の初年次におけるキャリア探

索の特徴 

キャリア探索尺度の因子分析の結果、ネパール人留

学生のキャリア探索は『進路に関する知識拡張』、『進

学先の選定』、『自己と興味のある学校のマッチング』

の3つより構成されることが明らかとなった。これら

の因子名を鑑みると、ネパール人留学生のキャリア探

索は、環境探索という軸が基準になっていることが考

えられる。また、これら3つの因子得点の平均値より、

いずれの行動も積極的に行なっていることが確認され

た。つまり、ネパール人留学生の初年次のキャリア探

索は環境探索に関するものであり、すべての行動に比

重が置かれていることが推察される。 

さらに、就業経験の有無によるキャリア探索の行動

の違いを分析したが、その差は確認されなかった。

Blustein(1989)8)は、本格的に進路選択を行なう時期に 

なると、過去の就業経験の有無に関わらず環境探索が

積極的に行なわれるようになると述べている。このこ

とをネパール人留学生のキャリア探索の結果に照らし

合わせると、ネパール人留学生の初年次のキャリア探

索は、進路選択を本格的に行なう時期と類似するもの

と考えられる。 

以上のように、初年次のネパール人留学生のキャリ

ア探索は、ベトナム人留学生のとは異なり、自己探索

に関する因子が確認されなかった。キャリア探索尺度

の自己に関する質問項目を見ると、それらは『自己と

興味のある学校のマッチング』に集約されていた。下

位項目間の関連を見ると、自己と進学とを摺り合わせ

る状況がうかがえた。このことから、ネパール人留学

生の自己概念は、既にある程度特定化されており、進

学先を特定していく行動を補完するところに位置づけ

られていると推測される。 
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5.3 ベトナム・ネパール人留学生の初年次におけるキ

ャリア探索に影響を与える要素 

本研究では2つ目の仮説として「進学に関する環境

探索よりも自己探索に関する行動がより積極的に行な

われる」ことを提示したが、この仮説に対して、出身

国による違いが見られた。 

前述のように、ベトナム人留学生のキャリア探索は、

過去の就業経験という条件において『興味がある学校

調査』、『情報収集』に相違があるものの、『自己探索』

により比重が置かれているという点において仮説を支

持するものであった。一方、ネパール人留学生のキャ

リア探索は、就業経験や性別に関わらず『進路に関す

る知識拡張』、『進学先の選定』、『自己と興味のある学

校のマッチング』という環境探索に比重が置かれてい

たことから、仮説を支持しないものと考えられる。 

同じ時期に来日した留学生を対象に調査を実施した

にも関わらず、このように結果に違いが見られたのは

なぜだろうか。特に、本調査は留学生が1年生の9月

に実施したものであり、彼らが来日して約6ヶ月の時

期であった。このような時期に、自己を模索するキャ

リア探索の初期の段階から本格的な進路選択を行なう

段階まで幅広いキャリア探索が行なわれていることは

特記すべき点である。 

このような結果となる背景の一つとして、進学に向

けたキャリア探索の開始される時期が留学生の認知レ

ベルで異なることが考えられる。例えば、就業経験の

ないベトナム人留学生の場合、彼らの意識の中で来日

前と来日後のキャリアに区切りがつけられているので

はないだろうか。つまり、日本語学校への入学が、日

本の大学や専門学校への進学という新たな段階に向け

た転機と位置づけられているものと考えられる。一方、

就業経験のあるベトナム人留学生と、ネパール人留学

生の場合、日本での進学に向けたキャリア探索は来日

前から始まっているのではないだろうか。すなわち、

彼らにとって来日前と来日後のキャリアは連続的なも

のであり、日本語学校は進学という新たな段階に向け

た通過点と位置づけられているものと推測される。 
また、本研究ではベトナム人留学生とネパール人留

学生のキャリア探索に類似点が2つあることが示され

た。 

まず、第一の類似点として、各因子の下位項目の平

均得点をもとめた結果、ベトナム人留学生とネパール

人留学生のいずれの因子も、平均得点が中点よりも高

かったことである。日本人学生を対象とした研究 9)で

は、自己探索の平均値は3.33で、環境探索行動の平均

値は2.54であり、環境探索は中点の3よりも低く、日

常の範囲内での活動のみ行なわれていることが示され

ている。こうした先行研究の結果を照らし合わせると、

日本語学校の初年次である留学生が来日したばかりの

時期にキャリア探索のいずれの項目においても積極的

に行動していることは考えにくい。こうした得点の高

さには、外国人留学生の自己評価の高さが影響してい

ることが予測されるため、本研究で得られた数値と同

じ程度のキャリア探索の行動が実際に行なわれている

かどうかという点においては慎重な議論が必要である。 

第二の類似点として、ベトナム人留学生とネパール

人留学生のキャリア探索に性別による差異が見られな

かった点が挙げられる。日本人を対象とした安達

(2010)9)の結果ではキャリア探索に性別による行動の

違いがあることが示されている。留学生を対象とした

研究において性差が確認されていないため、推測の域

を超えないが、このように性別による差異が確認され

なかったことについては、彼らの日本語能力が影響を

与える一つの要因として考えられる。今回の調査対象

者の日本語のレベルは全員初級であった。日本語能力

が初級は、まだ日常生活におけるコミュニケーション

に困難が残る程度のレベルである。そのため、こうし

た日本語能力の低さが、彼らのキャリア探索行動を制

限したものと推測される。 
 

５ おわりに   
本研究では、ベトナム人留学生とネパール人留学生

の初年次のキャリア探索の特徴を明らかにするために、

来日時期と日本語能力がほぼ同じ対象者に対して、性

別と過去の就業経験の有無の観点より検討を行った。

初年次のベトナム人留学生のキャリア探索には、『興

味がある学校探し』、『自己探索』、『情報収集』という

3 つの構成要素があり、その中でも『自己探索』がキ

ャリア探索の方法として最も行なわれていることが明

らかとなった。また、過去の就業経験の有無により、

『興味がある学校探し』と『情報収集』に対する行動

の違いが明らかとなった。このように、出身国だけを

考慮すると一様に『自己探索』が行なわれているよう

に見えるが、就業経験という社会的背景を考慮すると、

 
 

キャリア探索の時期が異なっていることが示唆された。

そして、初年次のネパール人留学生のキャリア探索は、

性別や就業経験に関わらず、『進路に関する知識拡張』、

『進学先の選定』、『自己と興味のある学校のマッチン

グ』という環境探索を中心に行なわれていることが明

らかとなった。 

日本語学校の進路サポートに関して、これまでの先

行研究において文化的な特徴を踏まえたサポートを実

施することが言及されているが、本研究で明らかとな

ったベトナム人留学生とネパール人留学生の初年次の

キャリア探索の特徴は、進路サポートを実践するため

の一助となることが期待される。 

現在、日本語学校を卒業した留学生は、日本の大学

や専門学校に進学し、その多くは日本国内での就職を

希望している。日本社会において、外国人労働者の受

け入れが進んでいることから、こうした流れは益々加

速することが予測される。外国人留学生が日本での留

学期間中によりよい進路選択ができるよう、初期の段

階からキャリア意識を育成することは、日本の留学制

度の一部を担う日本語学校の役目であろう。 

しかしながら、残された課題も多い。今回の調査で

は、データのサンプル数がそれぞれ 50 程度に留まっ

たため、ベトナム人留学生とネパール人留学生の初年

次のキャリア探索を実証できたとは言いがたい。また、

日本語レベルとキャリア探索行動との因果関係等、考

察から得られた仮説に対する検証が必要であろう。そ

のため、本研究で得られた知見をもとに、今後、更な

る実証研究が求められる。また、村越(2011) 2)や酒井

(2015) 10)のように、他者からのサポート内容との因果

関係や、進路選択自己効力感との関連についても明ら

かにする必要があるだろう。 
 
謝辞 
調査の協力を頂いた日本語学校の関係者の皆様に心よ

り御礼申し上げます。また、有益なコメントを頂戴しまし

た2名の査読者の先生方に深く感謝申し上げます。 
 
注 
[1] 平成 29 年度日本語教育機関実態調査によると、平

成28年度は日本語学校に在籍する75.6%の留学生 
 
 
 
 

が国内の高等教育へ進学している。 
財団法人日本語教育振興協会，“平成 29 年度日本語

教育機関実態調査結果報告”，http://www.nisshin 
kyo.org/article/overview.html，2018年3月. 

[2] 進路探索自己効力とは、進路を選択・決定するにあ

たって必要な行動に対する自己効力のことである。 
[3] 調査を実施する前に、留学生に対して事前インタビ

ューを行なったが、進路に関する行動について尋ね

ても意図する答えを得ることが困難であったため、

インタビューではなく、質問紙による調査を実施す

ることにした。 
[4] 質問紙には「社会人経験」の説明として、アルバイ

トではなく正社員として働いた経験という説明を付

記した。  

[5] 分析対象外とした6部はベトナム人留学生の分であ 

る。 
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5.3 ベトナム・ネパール人留学生の初年次におけるキ

ャリア探索に影響を与える要素 
本研究では2つ目の仮説として「進学に関する環境

探索よりも自己探索に関する行動がより積極的に行な

われる」ことを提示したが、この仮説に対して、出身

国による違いが見られた。 

前述のように、ベトナム人留学生のキャリア探索は、

過去の就業経験という条件において『興味がある学校

調査』、『情報収集』に相違があるものの、『自己探索』

により比重が置かれているという点において仮説を支

持するものであった。一方、ネパール人留学生のキャ

リア探索は、就業経験や性別に関わらず『進路に関す

る知識拡張』、『進学先の選定』、『自己と興味のある学

校のマッチング』という環境探索に比重が置かれてい

たことから、仮説を支持しないものと考えられる。 

同じ時期に来日した留学生を対象に調査を実施した

にも関わらず、このように結果に違いが見られたのは

なぜだろうか。特に、本調査は留学生が1年生の9月

に実施したものであり、彼らが来日して約6ヶ月の時

期であった。このような時期に、自己を模索するキャ

リア探索の初期の段階から本格的な進路選択を行なう

段階まで幅広いキャリア探索が行なわれていることは

特記すべき点である。 

このような結果となる背景の一つとして、進学に向

けたキャリア探索の開始される時期が留学生の認知レ

ベルで異なることが考えられる。例えば、就業経験の

ないベトナム人留学生の場合、彼らの意識の中で来日

前と来日後のキャリアに区切りがつけられているので

はないだろうか。つまり、日本語学校への入学が、日

本の大学や専門学校への進学という新たな段階に向け

た転機と位置づけられているものと考えられる。一方、

就業経験のあるベトナム人留学生と、ネパール人留学

生の場合、日本での進学に向けたキャリア探索は来日

前から始まっているのではないだろうか。すなわち、

彼らにとって来日前と来日後のキャリアは連続的なも

のであり、日本語学校は進学という新たな段階に向け

た通過点と位置づけられているものと推測される。 
また、本研究ではベトナム人留学生とネパール人留

学生のキャリア探索に類似点が2つあることが示され

た。 

まず、第一の類似点として、各因子の下位項目の平

均得点をもとめた結果、ベトナム人留学生とネパール

人留学生のいずれの因子も、平均得点が中点よりも高

かったことである。日本人学生を対象とした研究 9)で

は、自己探索の平均値は3.33で、環境探索行動の平均

値は2.54であり、環境探索は中点の3よりも低く、日

常の範囲内での活動のみ行なわれていることが示され

ている。こうした先行研究の結果を照らし合わせると、

日本語学校の初年次である留学生が来日したばかりの

時期にキャリア探索のいずれの項目においても積極的

に行動していることは考えにくい。こうした得点の高

さには、外国人留学生の自己評価の高さが影響してい

ることが予測されるため、本研究で得られた数値と同

じ程度のキャリア探索の行動が実際に行なわれている

かどうかという点においては慎重な議論が必要である。 

第二の類似点として、ベトナム人留学生とネパール

人留学生のキャリア探索に性別による差異が見られな

かった点が挙げられる。日本人を対象とした安達

(2010)9)の結果ではキャリア探索に性別による行動の

違いがあることが示されている。留学生を対象とした

研究において性差が確認されていないため、推測の域

を超えないが、このように性別による差異が確認され

なかったことについては、彼らの日本語能力が影響を

与える一つの要因として考えられる。今回の調査対象

者の日本語のレベルは全員初級であった。日本語能力

が初級は、まだ日常生活におけるコミュニケーション

に困難が残る程度のレベルである。そのため、こうし

た日本語能力の低さが、彼らのキャリア探索行動を制

限したものと推測される。 
 

６ おわりに   
本研究では、ベトナム人留学生とネパール人留学生

の初年次のキャリア探索の特徴を明らかにするために、

来日時期と日本語能力がほぼ同じ対象者に対して、性

別と過去の就業経験の有無の観点より検討を行った。

初年次のベトナム人留学生のキャリア探索には、『興

味がある学校探し』、『自己探索』、『情報収集』という

3 つの構成要素があり、その中でも『自己探索』がキ

ャリア探索の方法として最も行なわれていることが明

らかとなった。また、過去の就業経験の有無により、

『興味がある学校探し』と『情報収集』に対する行動

の違いが明らかとなった。このように、出身国だけを

考慮すると一様に『自己探索』が行なわれているよう

に見えるが、就業経験という社会的背景を考慮すると、
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5.3 ベトナム・ネパール人留学生の初年次におけるキ
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キャリア探索の時期が異なっていることが示唆された。

そして、初年次のネパール人留学生のキャリア探索は、

性別や就業経験に関わらず、『進路に関する知識拡張』、

『進学先の選定』、『自己と興味のある学校のマッチン

グ』という環境探索を中心に行なわれていることが明

らかとなった。 

日本語学校の進路サポートに関して、これまでの先

行研究において文化的な特徴を踏まえたサポートを実

施することが言及されているが、本研究で明らかとな

ったベトナム人留学生とネパール人留学生の初年次の

キャリア探索の特徴は、進路サポートを実践するため

の一助となることが期待される。 

現在、日本語学校を卒業した留学生は、日本の大学

や専門学校に進学し、その多くは日本国内での就職を

希望している。日本社会において、外国人労働者の受

け入れが進んでいることから、こうした流れは益々加

速することが予測される。外国人留学生が日本での留

学期間中によりよい進路選択ができるよう、初期の段

階からキャリア意識を育成することは、日本の留学制

度の一部を担う日本語学校の役目であろう。 

しかしながら、残された課題も多い。今回の調査で

は、データのサンプル数がそれぞれ 50 程度に留まっ

たため、ベトナム人留学生とネパール人留学生の初年

次のキャリア探索を実証できたとは言いがたい。また、

日本語レベルとキャリア探索行動との因果関係等、考

察から得られた仮説に対する検証が必要であろう。そ

のため、本研究で得られた知見をもとに、今後、更な

る実証研究が求められる。また、村越(2011) 2)や酒井

(2015) 10)のように、他者からのサポート内容との因果

関係や、進路選択自己効力感との関連についても明ら

かにする必要があるだろう。 
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注 
[1] 平成 29 年度日本語教育機関実態調査によると、平

成28年度は日本語学校に在籍する75.6%の留学生 
 
 
 
 

が国内の高等教育へ進学している。 
財団法人日本語教育振興協会，“平成 29 年度日本語

教育機関実態調査結果報告”，http://www.nisshin 
kyo.org/article/overview.html，2018年3月. 

[2] 進路探索自己効力とは、進路を選択・決定するにあ

たって必要な行動に対する自己効力のことである。 
[3] 調査を実施する前に、留学生に対して事前インタビ

ューを行なったが、進路に関する行動について尋ね

ても意図する答えを得ることが困難であったため、

インタビューではなく、質問紙による調査を実施す

ることにした。 
[4] 質問紙には「社会人経験」の説明として、アルバイ

トではなく正社員として働いた経験という説明を付

記した。  

[5] 分析対象外とした6部はベトナム人留学生の分であ 

る。 
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