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要旨

　本稿では，増加を続ける留学生と国際化を進める日

本企業の間に存在する留学生採用のミスマッチを把握

するために，愛知県が実施した調査を基に，留学生の

労働市場について分析を行ったものである。特に，「企

業側から見た留学生」，「日本人学生と留学生の就職活

動」，「就職活動の前・後の留学生」という３つの視点

から留学生労働市場の特徴を明示した。今回の調査か

ら，国際的に優秀な人材の活用を日本国内の企業に促

すことを政策的に進めるには，各大学や地域の特性に

基づいた留学生専用の就職支援を行う必要性があるこ

とが明らかになった。大学等でも留学生の就職支援対

策に追われている中，愛知県地域振興部国際課が行っ

ている「留学生インターンシップ事業」や「留学生就

職フェア」等は，非常に大きな支援となっている。た

だし，今後さらに拡大する留学生数を考えると，大学

等と連携した地域としての支援体制構築が必要だと考

えられる。
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１．はじめに

　日本政府の留学生受け入れ拡大に関する方針は，

2008年以降大きく変わってきている。1980年代に始

まった日本政府による留学生の受け入れ拡大政策「留

学生10万人計画」は，「我が国と諸外国との相互理解

の増進や教育，研究水準の向上，開発途上国の人材育

成等に資するものであり，…元留学生の中には，各国

の発展や我が国との関係で貴重な役割を果たしている

者も少なくない。２」という概念の基，2003年には留学

生受け入れ10万人という目標を達成した。その後も留

学生数は順調に増加し，2010年には14万人を超えるに

至った。ただし，時代とともに日本国内の少子高齢化

や経済のグローバル化が進み，留学生の受け入れ拡大

政策は当初の目的に加え，新たな政策的な意図を内包

するようになった。

　2008年，当時の福田首相の提唱により「留学生30万

人計画」骨子が策定され，「…産学官連携による海外の

優秀な人材の大学院・企業への受入れの拡大」が進め

られることとなった。つまり，日本国内の労働力人口

減少への対策と大学や企業のグローバル化促進のため

の要素として，留学生の受け入れ拡大を活用すること

と決めたのである。骨子の中では，「日本社会のグロー

バル化」が提唱され，国際的に優秀な人材の活用を日

本国内の企業に促すことが明示されている。特に，留

学生の活用は明確な目標として挙げられており，留学

生の日本企業への就職拡大を前提とした「将来の魅力
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あるキャリアのための就職支援・雇用の促進」が政府

主導で実行されることとなった。

　これにともない，日本の大学等による留学生の受け

入れ拡大を追いかけるように，留学生の日本企業への

就職も拡大傾向にある。法務省入国管理局の統計「留

学生の就職状況」によると，日本の企業への就職等を

目的とした留学生の在留資格変更許可件数は，2001年

の3,581人から2008年には１万人（11,040人）を超える

許可件数に至っており，７年間で倍以上の拡大であっ

た。その理由の一つとしては，21世紀に入り日本に来

る留学生の目的が学位取得を中心とした学問的なもの

から，日本企業への就職を中心としたキャリアアップ

を目的としたものへと変化したことが挙げられる。そ

れでも，留学生数の拡大に対して在留資格変更者数

（≒日本の企業に採用された留学生）の拡大は相対的に

小さく，日本での就職を希望している留学生の内どの

程度の割合で日本企業に就職できているのか，楽観視

できない状況もある。つまり，実際には日本の企業に

就職したいと思っていても，現実的にその夢を断念し

て帰国している留学生も少なくない。ここで注意すべ

き問題点の一つは，日本企業への就職を希望する留学

生の数と実際の就職・採用に至った留学生の数に関す

る差異については，統計上の難しさもあり，明確な数

値はほとんどないことである。

　日本の企業を取り巻く環境も，近年における市場の

ボーダーレス化にともない，国際化の流れが急激に押

し寄せている。土井・江夏（2010）にあるように，日

本人だけでは対応できない多様化する各国の需要に合

わせるため，日本企業もこれまで以上に企業内の国際

化を進めようとしている。2010年には，複数の日本企

業が外国人採用の拡大や会議での英語使用など，国際

化の取り組みを加速させている。特に，日本在住の留

学生採用と活用は多くの日本企業にとって急務である

とともに，非常に難しい課題とされている。そこには，

日本独自の企業文化や給与・昇進制度など，外国人に

は理解することが難しいものも多く残されており，日

本企業の国際化は抜本的な企業体質の改革にも繋がる

と考えられる。ただし，企業体質の変革にもつながる

日本企業の国際化は簡単ではなく，外国人労働者を受

け入れることに抵抗のある企業も少なくないのが現状

である。

　本稿では，増加を続ける留学生と国際化を進める日

本企業の間に存在する留学生採用・活用に関するミス

マッチを把握するため，愛知県国際課が実施している

「県内留学生就職活動実態調査」を基に，留学生の労

働市場について分析を行ったものである。本節に続い

て，２節では，愛知県の実施した調査の概要を解説す

る。３節では，企業から見た留学生の採用に関する問

題点を明らかにする。４節では，就職活動時期の日本

人学生と留学生を比較し，その違いと共通点を明示す

る。５節では，就職活動前と後の留学生を比較するこ

とで，大学等で行われている留学生の就職支援や教育

がどのような効果として見えるかを表す。そして６節

では，本稿の結論として本調査の意義と今後の課題に

ついて議論をまとめる。

２．愛知県の調査概要

　本稿では，愛知県地域振興部国際課による平成22年

度「県内留学生就職活動実態調査」の結果を基に，留学

生の就職活動や日本での就職について検証を進める。

本節では，当該調査の趣旨や調査対象，並びに調査方

法について概要をまとめる。

　本調査は，平成21年度に引き続き愛知県により行わ

れた県内外国人留学生の就職活動に関する実態調査で

ある。愛知県では数年前から卒業後に県内の企業に就

職を希望する留学生の支援を行っているが，政府によ

る留学生30万人計画を踏まえ，留学生の就職支援施策

をさらに充実させるため本アンケート調査を実施し

た。平成21年度には，留学生就職活動の実態を理解す

るため，県内の留学生のみを対象としたアンケート調

査を行った。しかし，結果としてわかったことは，留

学生側の情報をまとめるだけでは実態把握に至らない

ことであった。そのため平成22年度は，前年の調査を

参考に，県内の留学生だけではなく，留学生を受け入

れる県内企業，さらには比較対象として県内の大学に

在籍している就職活動該当学年（学部４年生と大学院

修士課程２年生）の日本人学生，さらに留学生を受け

入れている大学にも調査を広げた。これにより，留学

生からみた就職活動に関する実感を把握するのみでは

なく，県内における留学生の就職活動の実態を多角的

に把握することが可能となった。

　本調査（表１）は，県内大学に在籍する外国人留学

生約6,000人を対象とし1,995人（約32.6%）からの回答

を得た。その内訳は，就職活動該当学年から423人（有

効回答408），その他の学年から1,532人（有効回答1435）
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であった。県内就職活動該当学年の日本人学生は，対

象を2,140人，有効回答は825（38.8%）であった。こ

れら学生向けの調査は平成22年12月10日から平成23年

１月31日の間で，大学等を通じて調査票を配布・回収

（無記名方式）した。同時に県内大学における留学生の

担当者にも調査票の記入を依頼した。また，県内企業

には1,000社を対象とし，平成22年12月15日から平成23

年１月31日の間で，郵送等により調査票を配布・回収

（無記名方式）し，490（49.0%）の有効回答を得た。企

業向けの調査に関しては，土井（2009）を参考に質問

項目を作成した。

　なお，愛知県の平成22年度「県内留学生就職活動実

態調査」については，同県のホームページにて調査の

概要等が公表される予定であるため，本稿では詳細の

大部分を割愛する。

表１：調査対象と有効回答数

調査対象数 有効回答数

県内の大学
に在籍する
留学生

就職活動該当学年
約6000人

408人

上記以外 1435人

就職活動該当学年の日本人学生 2140人 825人

県内の企業（無作為抽出） 1000社 490社

県内の大学等 50機関 43校

資料： 愛知県（2011）「県内留学生就職活動実態調査（調査の
概要）」より

３．企業側から見た留学生

　本節では，今回の調査で分かった就職活動に関する

企業側からみた留学生について概観する。特に，これ

までの全国規模の調査との比較を行うことで，今回の

調査の特徴を明示することを目的とする。

　2010年は日本企業の国際化，特に外国人の採用拡大

という意味では大きな転換点になった可能性がある。

大手製造業を筆頭に，複数の企業が外国人の雇用を促

進させるためのグローバル採用等の新制度を設置し

た。さらに一部の企業は会議の英語化等，企業内のグ

ローバル化を大々的に公表し，内外に明確な方針を打

ち出した。これにともない，多くの日本企業において

外国人労働者の採用に関する様々な取り組みが始まっ

ている。これに先立った財団法人海外技術者研修協会

の調査（2007）によると，新卒採用においてグローバ

ルに活躍できる人材を獲得したいと考えている企業

が，調査対象全体の72.8％を占めていた。また，同調

査では獲得したいグローバル人材として「日本に留学

し，大学等を卒業した外国人」に37.0% の企業が回答

した。つまり，日本企業の国際化において，日本の大

学等に在籍している留学生の採用が大きな役割を果た

していることがわかる。ただし，同調査では中規模以

上の企業が対象となっており，大企業に属する企業も

少なくなかった。

　本稿で扱う愛知県の調査では，（表２）50人以下の

従業員数の企業が44.5％，50～300人の企業が43.6％と，

いわゆる中小企業が約９割を占めていた。逆に大企業

といわれる企業の回答は４％程度と非常に小さく，財

団法人海外技術者研修協会の調査（2007）のような大

企業中心の全国的な調査とは分析対象の性格が大きく

異なるものとなった。

表２：回答企業の属性

業種 従業員数

製造業 203（41.4%） 50人以下 218（44.5%）

商社 64（13.1%） 51～100人 105（21.4%）

金融 12（2.4%） 101～300人 109（22.2%）

サービス 47（9.6%） 301～1000人 37（7.6%）

流通・小売 79（16.1%） 1001～3000人 14（2.9%）

情報・通信 3（0.6%） 3000人以上 6（1.2%）

マスコミ 4（0.8%） 回答できない ０

回答できない 1（0.2%） 無回答 1（0.2%）

その他 71（14.5%） 合計 490

無回答 6（1.2%）

合計 490

資料： 愛知県（2011）「県内留学生就職活動実態調査（調査の
概要）」より

　さらに，「あくまでも国内市場を中心とした展開」を

行っている企業が76.6％であり，国際化を進める企業

は約15％に留まっていた。さらに，過去５年間で留学

生を採用していない企業が85.1% に上り，基本的には

まだまだ企業内の国際化が進んでおらず，そもそもそ

の必要性も感じていない企業が存在していることを理

解しなければいけない。

　また，愛知県における産業の特徴である製造業が全

体の４割を超えており，これも全国的な調査とは異な

る要素の一つと考えられる。これまで留学生の採用に

活発であったのは製造業の大手企業が中心であったと

考えられるが，今回は今後留学生の受け入れ拡大が期

待される中小企業が多く含まれていることは，全国的
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な留学生採用拡大の可能性と問題点を明示するには十

分であると考えられる。

　次に，愛知県の調査の中で過去５年間に留学生の採

用経験がある68社からは，「採用試験における外国人

留学生の日本人学生と比較した印象」（表３）につい

て，興味深い回答を得ることができた。外国人留学生

のエントリーシートに関して，肯定的な「うまく対応

できている」または「ややうまく対応できている」と

答えた企業が51.5％と過半数を超えており，否定的な

回答の11.7％を大きく上回る結果となった。さらに面

接に関しては，肯定的な回答が50.7％に対し，否定的な

ものが6.1％と非常に低くかった。これは，少なくても

近年に留学生の採用経験がある企業の多くが，留学生

の就職活動やその対応に高い能力（適応力）を見出し

ていることが推測される。ここで注意をしておくべき

ことは，企業は基本的に採用した留学生について述べ

ていると考えられる点である。なぜなら，同様の質問

を大学等の担当者に聞いたところ，58.2％が否定的な

「ややうまく対応できていない」か「うまく対応できて

いない」と回答しており，企業から見た留学生と大学

から見た留学生に乖離があることを暗示している。

　同時に，留学生のエントリーシートや面接に関する

問題点についてでは，「日本語能力」と「日本ビジネ

スマナー・社会常識」が上位に挙げられ，さらに「貴

社が求める人材への理解」についても不十分であると

いう回答が多くあった。この結果を逆手に取ると，日

本で就職を考えている留学生に対し，大学等における

「日本語」と「ビジネスマナー・社会常識」の教育を

充実させ，さらには「企業研究」の方法や企業との接

触機会を創出することができれば，留学生の採用がさ

らに促進される可能性があることを意味している。た

だし，これまでも同様の試みは既に行われており，特

に「企業研究」等は日本人学生のために開催されてい

るイベントも多くあるため，留学生に特化した効果的

な方法を確立する必要性があると考えられる。

　一方で，中小企業の大半は留学生の採用に積極的で

はなく，留学生の活用にむけて行政・大学に期待する

ことの中には以下のような意見も含まれていた。

・ （留学生の）安易な２年単位の入学はさせない方がよ

いのではないでしょうか

・ （留学生の）採用へのハードルは高く設定せざるをえ

ないと思う

・ とにかく日本人の雇用を第一に考えるべきだと思う

・ まだまだ昔の考えをもつ日本人が多い事を教えるべ

きだと思う

行政や大学としては，これらの意見もしっかりと受け

止め，日本で就職を目指す留学生にも現状を理解させ

る必要がある。つまり，留学生が日本の企業に就職す

るということは，日本社会の一部として機能すること

が重要であり，留学生と同時に周辺の日本人または日

本企業との相互理解を深めることも重要であると考え

られる。

４．日本人学生と留学生の就職活動

　本節では，就職活動該当学年（学部４年生と大学院

修士課程２年生）の日本人学生と留学生の回答結果の

比較を行うことで，留学生の特性を明示することを目

的とする。多くの企業は留学生の採用活動を特別視し

ておらず，日本人学生の採用と区別せずに行ってい

る。つまり，就職活動において留学生は日本人学生と

比較されるが，実際には特徴に大きな差異があるた

め，日本人学生と留学生を同様の過程で採用すること

に疑問がある。一方で，企業の求める人材がある程度

画一化されることは当たり前であり，このジレンマを

解消することは容易ではない。

　まず，卒業後の進路について日本での就職を希望し

ているかの問いについて比較をしてみる。（図１）企業

に就職を考えている日本人学生は全体の89.9% と非常

に高い数値が出ているのに対し，同学年の留学生はわ

ずか43.1% が日本での就職を希望している。それでは，

日本での就職を希望していない留学生はどのような選

表３：留学生の採用試験について

うまく対応でき
ている

ややうまく対応
できている どちらでもない あまりうまく対

応できていない
うまく対応でき
ていない

エントリーシート 18（26.5%） 17（25%） 25（36.8%） 6（8.8%） 2（2.9%）

面接 28（34.6%） 13（16%） 31（38.3%） 4（4.9%） 1（1.2%）

資料：愛知県（2011）「県内留学生就職活動実態調査（調査の概要）」より
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択肢があるのだろうか。留学生に対して「（日本での就

職以外に）どのような進路を考えているのか」という

質問をしたところ，１位の「日本での進学」が36.6%，

２位の「出身国での就職」が34.1% であった。つまり，

日本人の学生には「日本での就職」以外の選択肢は非

常に小さいのに対して，留学生にとっては「日本での

就職」以外にも「日本での進学」や「母国での就職」

等の選択肢が複数存在していることがわかる。これは

一方で日本人学生の就職活動に対する覚悟を促し，留

学生に対しては「他にも選択肢がある」という安易な

流動性を促すことに繋がっている。結果として，留学

生は「日本での就職」にこだわりが少ないものも出て

くることとなり，いい加減な態度をとっている一部の

留学生が全体的な留学生の質や評判を下げている可能

性がある。大学等の受け入れ機関としては，日本での

就職を希望している留学生にとって帰国等の逃げ道が

存在しており，厳しい日本の「就職活動」中に諦めて

しまうものも少なくないことを理解し，しっかりとし

た事前の教育や情報提供が必要であることを認識しな

ければいけない。

　次に，日本人学生と留学生の就職活動開始時期につ

いて比較をしてみる。まず基準となる日本人学生の

「初めて企業にエントリーした時期」と「初めて会社説

明会に参加した時期」をみると，どちらも約７割の学

生が最終学年の前年度10月から１月までに経験してい

た。それに対して，同時期に「エントリー」や「会社

説明会」を経験している留学生は約３割に留まってい

ることがわかった。日本人にとっては「常識」となっ

ている日本の「就職活動」は，外国人である留学生に

とっては常識ではないことを理解する必要がある。他

国では卒業後に就職活動をすることも少なくなく，プ

レエントリーやエントリーという特殊なプロセスや，

卒業の一年以上前から始まる長期的な活動は，多くの

留学生にとっては理解することが難しいものであるこ

とを理解する必要性がある。

　上記二つの日本人にはある「覚悟」と「常識」が留学

生には足りないことが，就職活動における大きな劣性

要因となっている。ただし，これは指導・教育によっ

て改善することが容易であると考えられる。５節でも

説明するが，実際，ここ数年で留学生の就職支援活動

が整備されている中，留学生の考え方も少しずつ日本

の就職活動に順応しようとしていることが見て取れる

部分もある。

表４：就職を希望する職種　（複数回答）

職　　種 日本人学生 留学生

一般事務（経理・法務等を含む） 33.8% 26.7%

営業・販売 43.4% 33%

国際業務（通訳・翻訳を含む） 6.1% 54.5%

企画・市場調査 13.5% 18.2%

広報・PR 9.4% 5.7%

研究・技術開発 15.4% 20.5%

システム開発 10.2% 8.5%

生産・品質管理 11.2% 21.6%

その他 14.3% 4%

無回答 0.8% 2.8%

資料： 愛知県（2011）「県内留学生就職活動実態調査（調査の
概要）」より

　続いて，今回の調査で明確になった日本企業におけ

る留学生の採用価値について議論を進める。表４で注

目すべきは「国際業務」の欄である。もちろん，多く

の留学生が国際業務に興味を持っており，全体の中で

断トツの割合（54.5%）を占めている。今回の調査で

興味深かったのは，日本人学生でたった6.1% しか国際

業務に興味がなかったことである。これは昨今マスコ

ミ等でも話題になっている，日本人学生の「内向き志

向」の強い表れであると考えられる。これでは，企業

に入ってから日本人採用者をグローバルな人材として

育てようにも，そこに意欲を持っている日本人学生が

少ないのであれば，教育のしようがない。つまり，現

状では留学生の採用は企業の国際化に向けて数少ない

手段の一つであると考えられる。

　次に，今回の調査期間（平成22年12月10日から平成

23年１月31日まで）において，就職活動を行っている

（行っていた）日本人学生と留学生の内定率を比較し

図１：日本人と留学生の就職希望

留学生

日本人学生 89.9％ 10.1％

43.1％ 56.9％

0％ 100％80％60％40％20％

（日本での）就職希望 その他

資料： 愛知県（2011）「県内留学生就職活動実態調査（調査の
概要）」より



名古屋大学留学生センター紀要  第９号

－ 1 0 －

てみる。平成22年度は未曾有の就職難と言われている

中で，日本人学生の80.7% が「内定している企業があ

る」と回答した。それに対して，留学生では45.7% が

「内定している企業がある」と回答した。この結果を単

純比較すると，留学生の内定率が圧倒的に悪いことが

理解できる。さらに，就職活動中に日本での就職を諦

めてしまった留学生を加えると，その内定率はさらに

減少することが推測される。単純計算すると，就職活

動該当学年の留学生では約２割の留学生のみが日本企

業からの内定を手にしていることとなっている。つま

り，留学生の数が年々急増しているのに対して，企業

からの需要は増加はしているものの留学生の増加数に

は及ばず，結果として日本での就職を実現できない留

学生が増加していることが暗示されている。

　最後に興味深い結果を紹介する。「就職を希望する

都道府県」についての質問について，愛知県内の日本

人学生62.1% が愛知県の企業への就職を希望したのと

同様に，留学生も59.7% が愛知県内の企業への就職を

希望していた。この結果から，県内の大学と企業が連

携体制をしっかりと作ることにより，日本人学生と留

学生の採用を組み合わせることができれば，県内労働

市場の活性化や県内企業の国際化を促すことはそれほ

ど難しいことではないかもしれない。

５．就職活動前・後の留学生

　本節では，平成22年度１月における就職活動該当学

年とそれ以外の留学生，つまり就職を希望する場合に

は既に就職活動を経験している留学生と，まだ就職活

動を経験していない留学生の比較を行う。ここでは，

特に就職活動による留学生への影響と，大学等で進ん

でいる就職活動支援の効果について議論を進める。

　今回の調査の中に，就職活動を経験した学生とそれ

以外を比較するのに最も分かりやすい項目がある。４

節でも述べたが，就職活動該当学年で日本での就職を

希望している留学生は43.1% であった。ここで注意す

べき点の一つは，入学時または就職活動開始時に同様

の数値が出るかどうかということである。今回の調査

は１月末に回答を回収しており，「就職活動該当学年」

の多くは進路を明確にしている。つまり，「日本での

就職」を途中で諦めた留学生は「日本での就職」を希

望する中には入ってこない。これを踏まえ今回の調査

における「就職活動該当学年」以外の留学生を見る

と，58% と約６割が日本での就職を希望している。こ

こには，学位の取得を中心として留学している博士課

程の留学生も含まれており，就職該当学年から比較す

ると高い数値であることがわかる。つまり，日本での

就職を希望している留学生の中には，就職活動の難し

さやその複雑さから日本での就職を諦めてしまう留学

生が存在しているため，就職活動をしたが採用されな

かった留学生数を明示することは難しい。結果として

日本の就職活動の難しさが，就職活動該当学年におけ

る「日本での就職」を希望する留学生を減少させてい

ると推測される。

表５：日本での就職を希望している留学生の希望勤続年数

就職活動 
該当学年 
の留学生

左記以外
の留学生

日本企業*
の期待

５年未満 18.8% 17.5% 14%

５年以上10年未満 17% 23.9% 1.8%

10年以上20年未満 7.9% 6.6% 5.3%

定年まで 15.9% 11.9% 29.8%

特に希望はない／
わからない 35.8% 38.7% 40.4%

無回答 4.5% 1.4% 8.8%

資料： 愛知県（2011）「県内留学生就職活動実態調査（調査の
概要）」より

日本企業 *： 過去５年間に外国人留学生を採用したことがあ
る企業を指している。

　次に，日本での就職を希望している留学生の希望勤

続年数について就職活動該当学年の留学生とそれ以外

の留学生のアンケート結果を比較してみる。表５で分

かるように，両者に劇的な違いは見られない。それで

も，分類を10年未満と「定年まで」を含む10年以上に

分けて比較をすると，違いが見られる。10年未満と答

えた割合は，就職活動該当学年の留学生（35.8%）はそ

れ以外の留学生（41.4%）に比べて約5% 少ない。同時

に，10年以上定年までと答えた就職活動該当学年の留

学生（23.8%）はそれ以外の留学生（18.5%）に比べて

約5% 多いことが分かる。愛知県内の企業の約35% が

10年以上定年までを希望していることから分かるよう

に，日本の企業は伝統的に長期的な雇用を好む傾向に

ある。一部の日本企業では，プロジェクトの責任を任

されるまでの期間（有形無形・公式非公式の研修期間）

を10年と考えている企業もあり，在職期間が10年以上

なければ本当の意味での日本企業のノウハウを学ぶこ

とは難しい。これを踏まえ，現在行われている大学等
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における留学生のための就職支援活動では，多くの場

合で日本の企業に就職した後に短期間での帰国や転職

を避けるように指導している。例えば名古屋大学大学

院経済学研究科では，「日本企業でノウハウを学びた

い」と言っている留学生には，是非とも10年はその企

業に滞在することを進めている。そうしなければ，日

本企業のノウハウは学べないからだ。ただし，日本企

業の期待の最大値が「特にない」であることに着目す

る必要がある。これは，留学生の採用経験がある日本

企業も学んでおり，留学生を採用する際には長期的な

雇用を諦めている可能性も考えられる。もし，これが

企業の「希望」ではなく「諦め」であるならば，これ

を改善することは留学生の採用を拡大する大きな要素

であると考えられる。

６．結論

　本稿では，留学生の労働市場を把握するため，愛知

県が実施した「県内留学生就職活動実態調査」を基に，

留学生と日本企業の間に存在する留学生の採用・活用

に関する問題点（ミスマッチ）について分析を行った

ものである。特に，「企業側から見た留学生」，「日本人

学生と留学生の就職活動」，「就職活動の前・後の留学

生」という３つの視点から留学生労働市場の特徴を明

示することを心掛けた。

　本調査の結果から，愛知県内の日本企業と留学生の

採用・就職に関するミスマッチを改善する要素として

６つのポイントが挙げられる。

１） 日本での就職を希望している留学生では，約６割

が地元愛知の企業を希望している

２） 「国際業務」を希望する留学生が半数を超えるのに

対して，日本人学生は非常に少ない

３） 大学等の指導によって，留学生の希望勤続年数が

増加している可能性がある

４） 留学生では，就職活動開始後に日本での就職を諦

める可能性が２割ほどある

５） 採用経験のある企業と留学生を抱える大学では，

留学生人材の質の認識に差異がある

６） 企業側からは，留学生採用の問題点として「日本

語能力」と「日本ビジネスマナー・社会常識」が

上位に挙げられ，「企業研究」も不十分であるとい

う回答が多くあった

これらの要素を踏まえ，地域内での産官学連携を含め

た包括的な留学生の就職支援が期待される。特に３）

４）６）については，留学生への指導・支援により改

善が可能なため，具体的な取り組みが期待される。

　ただし，上記の取り組みを各大学で推進することは

簡単ではない。既に，留学生数の多い大学では様々な

取り組みがされているが，実質的に十分な支援ができ

ているという大学は少ないことが予想される。今回の

調査における大学の担当者からの回答でも，「他大学

と連携した留学生の就職支援としてあるといいこと」

に対して，「就職説明会」（39.5%），「ビジネス日本語の

講座」「マナー講座」（共に23.3%）が挙げられている。

つまり，限られた資源の中で展開される大学の就職支

援において，留学生の就職支援は必要であるという認

識はあっても，その負担の大きさから実現されていな

いものも少なくない。その意味で，大学間の連携によ

り「就職説明会」や各種「就職支援講座」を合同・共

同で開催することができれば，支援の幅や深みが増す

ことは明らかである。

　また，現在行われている大学での留学生就職支援に

はもう一つ大きな問題点がある。それは，留学生の支

援講座等への出席率である。多くの場合，就職支援講

座等は単位のない自主的な出席を促すものとなってい

る。留学生の場合，単位が付かない講義等に対して極

端に出席率が悪くなるケースがある。それは，出席す

ることの重要性を理解していないのと同時に，アルバ

イトを含めた学外の活動に時間を割く傾向が強いから

だ。その意味では，学内・学外に関わらず，留学生が

積極的に就職支援を受けるような仕組みを構築する必

要がある。例えば，就職支援講座の単位化は，分かり

やすい例の一つだ。もちろん，本件に関しては賛否両

論があり，今後検討する課題の一つである。

　今回の調査から，国際的に優秀な人材の活用を日本

国内の企業に促すことを政策的に進めるには，末松

（2010）で提唱されているように，様々な言語・文化的

理由から就職活動において劣勢を強いられる留学生に

対して，各大学や地域の特性に基づいた留学生専用の

就職支援を行う必要性があることは明白である。大学

等でも留学生の就職支援対策に追われている中，愛知

県地域振興部国際課が行っている「留学生インターン

シップ事業」や「留学生就職フェア」等は，非常に大

きな支援となっている。ただし，今後さらに拡大する

留学生数を考えると，これまで以上の留学生に対する

支援体制がなければ，国際的に優秀な人材の地域外，
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または海外への流出が加速することとなるだろう。

　同時に，地域企業に対して留学生採用や活用に関す

るアピールをすることも重要だと考える。今回の調査

から，愛知県の多くの企業では国際化に積極的ではな

いことがわかった。もちろん，国際化が必要ない企業

もあると考えられるが，市場のグローバル化がさらに

進むことを考慮すると，地域の企業に対して戦略的に

国際化を考える機会を提供することも必要かもしれな

い。

　本稿の結論としては，日本の大学で学んだ優秀な人

材を地域で活用するために，今後，留学生就職支援の

大学間や産官学の連携を通した地域ネットワークの構

築が必要であると考える。
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