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国際教育交流センターキャリア支援部門

今

井

千

晴

る東南アジア諸国出身の外国人留学生へのニーズが高

はじめに

まっている。CSO に頻繁に東南アジア諸国の留学生の

キャリア支援部門（以下，CSO）は，外国人留学生，

就職動向についての問合せが目立った。なかでも，理

G30国際プログラムに所属する学生，および海外留学

工系，特に工学系分野を専門とする外国人留学生につ

経験のある一般学生のキャリア教育・就職支援を担当

いては，企業からのニーズが高い。

1

している部門である 。CSO における平成26年度の活

一方で，以前は就職に向けて動き始める時期が日本

動について，「留学生の就職支援」，「個別就職相談」，

人学生と比較し遅いと言われてきた外国人留学生も，

「企業からの外国人留学生採用相談」，
「キャリア形成・

最近では早い時期から就職を意識し，CSO を訪れ積極

就職活動支援の取り組み」，「新たな取り組み」に分け

的に学内キャリア支援の取り組みや，インターンシッ

て紹介し，最後に次年度へ向けての課題を提示する。

プについて情報収集を行う姿が以前よりも多く見られ
るようになった。また，日本語を得意としないが，日本
での就職やインターンシップ参加に興味のある外国人

１．留学生の就職支援

留学生が CSO を訪れる姿も目立つようになった。CSO

平成26年9月に日本経済団体連合会が公表した「採
２

では，採用活動開始時期の変化や，それに対する外国

用選考に関する指針」の改定 により，平成28年度入

人留学生の就職活動状況の把握に努め，事前に計画し

社以降の卒業・修了生に対する企業の広報活動開始時

た取り組みについて内容を改めて精査し，学生のニー

期を，それまでの卒業・修了年度に入る直前の12月1

ズに対応する活動を展開してきた。平成26年度のキャ

日以降から3月1日以降へ変更するよう企業へ協力を

リア教育・就職支援活動をまとめると次頁にある表の

要請した。改訂後初の就職活動支援となる平成26年度

通りである。

は，CSO にとって試行錯誤の１年となった。筆者が
着任した平成23年秋頃と比較すると，年を追うごとに
外国人留学生採用について企業が積極性を増している

２．個別就職相談

印象を持っていたが，平成26年度においてはその印象

平成26年度の個別就職相談件数は，延べ86件であっ

が更に強まった。法務省が平成26年に発表した統計に

た。前年の116件と比較し減少した背景には，採用活

よると，日本企業への就職を目的として在留資格申請

動開始時期の見直しにより，学生の就職活動のピーク

を行い許可された件数は，平成22年以降増加の一途を

が年度をまたぐ事が起因していると思われる。また，

辿り，平成25年にはリーマン・ショック前の件数を上

相談件数の減少だけでなく，前年度とほぼ同時期に開

回ったことから，留学生の採用ニーズも増加している

催した就職支援関連イベントへの参加学生数も前年と

３

ことが伺い知れる 。また，近年では特に日本企業によ
１

比較し減少傾向にあった。本報告を執筆している平成

キャリア支援部門：部門長・町田健教授，担当教員・今井千晴特任講師，コーディネーター・松代朋子，事務スタッフ・佐藤菜

絵から構成される。
２

一般社団法人 日本経済団体連合会（平成26年）「採用選考に関する指針」https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/078_shishin.

pdf（平成27年５月28日閲覧）
３

法務省（平成26年）「平成25年における留学生の日本企業などへの就職状況について」http://www.moj.go.jp/content/000125770.

pdf（平成27年５月28日閲覧）

－120－

キャリア支援部門

平成26年度

名古屋大学留学生の就職支援活動

No.
1
2

項目・事業名

日程

件数・参加者数

グローバルキャリア探求プログ 2014年5月〜12月
ラム

延べ126名

学内個別企業説明会

4社

2014年4月〜11月

3

留学生対象学内合同企業説明会 2014年7月19日
（就職支援室主催）

参加企業30社
参加学生数延べ67名

4

名古屋大学企業研究セミナー
（就職支援室主催）

5日間
参加企業数：375社

5

6

2015年3月〜4月

企業からの留学生採用・求人相 2014年4月〜2015年３月
談（随時対応）
留学生からの就職個別相談
（随時対応）

備考
全８回シリーズ

直前ガイダンス (7/18) 担当
留学生就職相談コーナー担当
留学生相談コーナー担当
（相談対応：28件）

41社（来訪企業数）

ASEAN 諸国，特にカンボジア
人留学生についての問合せが増
加

2014年４月〜2015年３月

91名

日本語を得意としない留学生か
らの問合せが増加

2014年6月〜2015年3月

国内：14社
海外：10社

外国人留学生採用動向のヒアリ
ング

夏：13名エントリー
（マッチング成立9名）
春：9名エントリー
（マッチング成立４名）

夏：愛知県主催（周知，振返り
ワークショップ，報告会への協
力）
春：愛知労働局主催（周知への
協力）

7

企業訪問

8

留学生インターンシップ事業へ 夏休み，春休み
の協力

9

愛知のものづくり。日本のもの 2014年7月〜12月
づくり。プロジェクト共催
（留学生支援事業 )

協力企業2社
工場見学2カ所

国際言語文化研究科（主催）1
名，工学研究科の国際課推進教
員2名と連携

10

G30教養科目
2014年後期授業
“Introduction of Career
Development Theory”
– Career Exploration in Japan –

36名

国際言語文化研究科1名，工学
研究科の国際課推進教員2名と
連携。９．のプロジェクトと連
動

11

外国人留学生のための就職活動 2014年10月～2015年2月
支援コース（留学生支援事業）

延べ188名

全11回シリーズ。

12

英語版就職活動スタートアップ 2015年1月20日
講座

24名

日本の就職活動について英語で
知る講座（G30学生対象）

13

留学生対象業界研究セミナー

2015年1月〜2月

91名
参加企業数：20社

全10回シリーズ。必要に応じ英
語にて対応

14

地域，他部門との連携による
キャリアセミナー，ワーク
ショップ，参加周知協力

2014年4月〜2015年３月

多数

名古屋商工会議所，就職支援室，
アドバイジング部門，海外留学
部門ほか

15

ビジネス日本語・マナー講座

2015年3月24〜25日

延べ59名

全3回シリーズ

27年5月中旬から下旬にかけて，外国人留学生からの

等，ないしは N2レベル以上を外国人留学生対し要求

相談（エントリーシート添削，面接練習など）が集中

しており，日本語を得意としない留学生にとっては，

しており，中には，すでに非公式で採用決定の旨通知

いくら日本での就職を希望していたとしても，以前厳

されている外国人留学生もおり，企業によって「採用

しい状況に置かれている。日本語を得意としないが，

選考に関する指針」の遵守状況にバラつきがある事が

母国語，英語，第二外国語などが堪能で成績優秀かつ，

伺える。

日本企業で働くことに対する意欲の旺盛な外国人留学

相談内容に関して今年度特に目立ったのは，日本語
能力がビジネスレベル（日本語能力試験 N2程度）に

生が，日本語要件の壁にぶつかり，帰国または海外の
企業へ就職していくのは非常に残念である。

達していない外国人留学生からの就職やインターン
シップに関する相談が，全体の3割近くを占めたこと
である。平成26年3月からの就職活動シーズンには，

３．企業からの外国人留学生採用相談
日本企業の東南アジア進出が頻繁にマスコミに取り

2015年9月卒業予定の G30国際プログラム第一期生が
含まれている事が背景にあると考えられる。しかし，

上げられて久しいが，それに伴い東南アジア，特に

現状では日本企業の大半が日本語能力試験 N1と同

ASEAN 諸国出身の留学生採用を希望する企業からの
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問合せが増加した。平成26年度の外国人留学生採用に

ように配慮したセミナーを，5月，11月の二度開催し

関する企業からの問合せ件数は，来訪数は41社であり

た。延べ35名程度の参加があり，参加した学生の国籍

昨年より2社少ないが，電話による問合せを含めると

を見ると日本語でのセミナー開催時と比較しかなり国

対応件数は80近い。本年度は特にカンボジア出身の留

際色豊かであった。このことから，日本語は現時点で

学生を求める製造業系メーカーからの問合せが多かっ

ビジネスレベルに達していなくとも，こちらが予想し

た。これは，名古屋大学が2008年にカンボジア王立法

ているよりも多くの外国人留学生が日本での就職につ

経大学内に開設した「日本法教育研究センター」によ

いて興味を示している事を実感し，後述の「留学生対

るところが大きく，現地でカンボジア人留学生の採用

象業界研究セミナー」の英語対応を決めた。

について行政機関に問い合わせると，「名古屋大学に
カンボジア人留学生が多く在籍しているので，名古屋
大学に問い合わせるとよい。」と指示を受けた旨，カン
ボジア人留学生を求め来訪した企業全てが口を揃えて
説明していたのが印象に残っている。
特に，今年度の外国人留学生就職活動動向につい
て，他企業の採用活動動向についての問合せが多かっ
たことから，採用活動開始時期変更により，企業間で
の探り合いを行っている様子が垣間見られた。

４．キャリア形成・就職活動支援の取り組み
< グローバルキャリア探求プログラム >
平成26年度についても，学生相談総合センター就職
相談部門，企画・学務部学生支援課（現教育推進部学
生支援課）就職支援室との連携により，外国人留学生
だけでなく，日本人学生も対象に，全8回の主に英語
で行うワークショップ＆ディスカッションシリーズを
実施した。平成26年度で三年目の開催となる。
平成26年度は，日本語を得意としない外国人留学生
からの就職活動についての問合せが多くあったことか
ら，英語で日本の就職活動の流れや特徴を理解出来る
No.

内容

使用言語

開催日

英語

4月23日 （水）

1

Career Exploration Workshop 1

英語

4月26日 （土）

2

Understanding“Shu-Katsu”，the Japanese Job-Hunting

英語

5月16日 （金）

3

Career Design Workshop

英語

6月28日 （土）

4

留学生のための合同企業説明会＆直前ガイダンス（主催：就職支援室）

日本語

7月18日 （金）
7月19日 （土）

5

Career Exploration Workshop 2

英語

11月8日 （土）

6

地元企業と外国人留学生による意見交換＆懇談会（協力：中部経済同友会）

日・英語

12月1日 （月）

7

企業人事担当者とのディスカッション（協力： Job Study 参加企業4社）

日本語

12月11日 （木）

8

On-Campus Career Fair Preparation Guidance

英語

12月22日 （月）
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< 個別企業説明会 >

堪能な，企業にとって非常に人気の高い外国人留学生

平成26年度の学内個別企業説明会開催数は4社に留
まった。これもやはり，採用活動開始時期の後ろ倒し

は，4月の早い段階から内定の報告に CSO を訪れてい
た。

の影響を受けている事が伺える。採用活動開始直後の
3月は，全国各地で開催される大規模な就職フェアへ

< 留学生対象合同企業説明会＆選考会・直前ガイダン

の参加に企業が焦点を置くため，個別企業説明会を実

ス>

施する時期が，年度をまたぐことに起因すると思われ

就職支援室が主催する，外国人留学生および留学経

る。また，今年度の個別企業説明会は，理系学生限定，

験のある日本人学生のための合同企業説明会＆選考

または特定の国出身国の学生へ向けた開催となり，4

会，直前ガイダンスの開催も本年で二年目となる。30

社全てが B to B の中小企業であるところも大きいの

社が参加し，延べ67名の外国人留学生が参加した４。平

か，参加人数の確保に苦戦した。理系専門かつ日本語

成27年度より，CSO 主催での開催となる。

< 愛知県主催留学生インターンシップへの協力 >
これまでも，学生の夏季休暇の時期に合わせ愛知県
地域振興部国際課が実施する「留学生インターンシッ
プ」に名古屋大学としてオリエンテーションの場所提
供，留学生への周知協力を行ってきた。本年において
は，前年までの取組を愛知県側の担当者と見直し，こ
れまで行っていなかった，インターンシップの振返り
の機会を設けると共に，報告会の内容も大幅に変更
し，参加企業に対し次年度も継続して参加を促すよう
な内容となるよう，CSO が全面的に協力し実施した。
インターンシップの振返りでは，ワークショップ
形式で行い，事前配布したインターンシップ振り返

４

名古屋大学教育推進部学生支援課就職支援室提供の資料による。参加学生には名古屋大学のほか東海四県の国公立大学に所属

する留学生も含まれる。
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感の仲間意識，連帯感が薄れたことも大きいと思われ
る。また，就職活動開始時期の後ろ倒しに伴い，例年
通りの日程で開催したことで，留学生の就職活動に対
する意識がまだ薄く，継続参加へ繋がっていないこと
に起因すると考えられる。しかし，最終回まで参加し
た9名については，往々にして高い出席率を示し，意
欲的に就職活動の準備に取り組んでいる姿が印象的で
あった。例年，出席率の高い学生は内定を獲得する確
率も高い傾向にあることも事実である。

インターンシップ振返り発表の映像に見入る
報告会参加者たち

インターンシップ振返り発表の様子

りシートに記入した内容を元に，参加者間での意見
交換を行った。後半はグループ毎にまとめたインター
ンシップでの気付き，学びなどについてプレゼンテー
ションを行った。この発表の様子はビデオカメラに撮
影し，筆者が字幕編集を行い，後日留学生インターン
シップ報告会にて放映した。報告に参加できなかった
外国人留学生の発表の様子や，留学生からの生の声を
聞くことが出来た企業からの出席者に大変好評であっ
た。
< 外国人留学生のための就職活動支援コース >
平成20年度より継続して開催している本取り組み
も，今年度で7年目となる。㈱ Keisei の張敬清氏を講
師に迎え，11回シリーズで開催した。延べ188名の外国
人留学生，G30国際プログラムに所属する学生（以下，
G30学生）が参加した。初回は35名の参加があったが，
回を追うごとに参加人数が減少し，最終回は9名のみ
の参加となった。この背景には，平成22年より実施し
ていたキックオフ合宿を今年度は実施せず，参加学生
－124－
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た。参加企業20社のうち14社が英語にて業界説明や学

５．新たな取り組み

生との座談会に対応して下さった。筆者がファシリ

< CSO ウェブサイト立ち上げ >

テーターを務め，前半は業界を紹介する内容でのパネ
５

ルディスカッションおよび学生からの質疑応答，後半

立ち上げが実現した。このウェブサイト立ち上げに伴

は企業ごとに講義室を割り当て，より近い距離で意見

い，学生，企業など学内外への情報発信が可能となっ

交換が可能な座談会形式で実施した。日本語対応のみ

た。また，求人票についても，新卒採用だけでなく，

の参加企業に対しては，必要に応じ CSO メンバーが通

アルバイト求人，インターンシップ求人情報を掲載し

訳として対応した。

かねてから強く希望していた CSO ウェブサイト

ている。よりインタラクティブなウェブサイトを目指

このセミナーシリーズは，参加した外国人留学生か

し，部門内で業者と相談しながら内容・機能の充実を

らの反応もよく，積極的に企業担当者に日本の就職活

図っているところである。

動や業界についての質問をしていた姿が多く見られ
た。また，参加企業側も，日本語の垣根を取り払うこ

< 日本企業の海外拠点訪問 >
今年度は，積極的に企業へ赴き，留学生の採用動向
のヒアリングや，G30国際プログラムおよび G30学生
についての説明，本学留学生のキャリア支援活動への
協力要請に取組んだ。国内は首都圏を中心に14社を訪
問した。また，海外に現地法人を持つ企業へのアプ
ローチも行い，米国，タイ，ベトナム，インドネシア，
シンガポールへ赴き，本学留学生 OB・OG や現地社
員，日本人駐在員との意見交換も行った。この取組が
きっかけとなり，学生の短期海外研修における企業訪
問時に快くご対応頂いたり，本学イベントの海外開催
において多大なるご協力を賜るなど，企業間との信頼
関係を築くことが出来た。この場をお借りし，お忙し
い中ご対応頂いた企業の皆さまに心よりお礼申し上げ
たい。
< 留学生対象業界研究セミナー >
今年度の業務においては，英語対応の取り組み増加
が顕著となった。これは，前年度に開催した，英語で
の日本の就職活動紹介セミナーの参加者が多く好評で
あったこと，英語話者による就職相談件数が増加した
ことが背景にあげられる。中でも，1月から2月にか
けて開催した，
「留学生対象業界研究セミナー」は，参
加希望受付の段階で極力英語での対応を依頼したとこ
ろ，20社からの参加申込みがあり，全10回に分けての
シリーズ開催とした。主に G30学生をはじめとする日
本語を得意としない外国人留学生を参加対象としてお
り，延べ91名の参加者のうち，35名は G30学生であっ

５

名古屋大学国際教育交流センターキャリア支援部門公式ウェブサイト
日本語： http://nu-cso.jp 英語 : http://nu-cso.jp/?lang=en
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６．おわりに：次年度へ向けて
今年度は，筆者が着任した平成23年からの取り組み
が実を結び，外国人留学生のキャリア支援活動の基盤
が整い，部門としての活動が軌道に乗り始めた年で
あった。また，冒頭で述べたとおり，
「採用選考に関す
る指針」改定による採用活動開始時期変更に対応する
ため，そして，増加傾向にある日本または日本企業で
の就職に興味を持っているが日本語を得意としない外
国人留学生の支援を充実させるための，試行錯誤の一
年でもあった。外国人留学生ニーズの多様化が進むの

留学生対象業界研究セミナーでの座談会の様子

に伴い，キャリア支援業務の多様化も迫られることを
実感した。企業から日々 CSO へ郵送される求人票一

とで，今までとは違うタイプの外国人留学生と出会う

つとっても，日本語力の要件を低めに設定してあるの

ことができた喜びの声や，参加した学生たちの優秀さ

に，求人票中で日本語能力試験 N1レベルを保持する

に驚く声も聞かれた。企業担当者側の英語力向上の必

留学生でさえ理解しづらい表現を多用するなど，まだ

要性を再認識したという企業もあり，参加した外国人

まだ完全に留学生に対応しているとは言いがたいのが

留学生も，日本語力向上に努める必要性を肌で感じる

現状である。CSO でも可能な限り二ヶ国語対応，（例

ことが出来たという声もあり，企業，外国人留学生双

えば，セミナー自体は日本語対応のみであってもその

方にとって有益な取り組みとなった。今後継続して開

旨を英語で表記）や，英語人材の採用受入先開拓，イ

催していきたい。

ンターンシップ受入先開拓など，多様化する外国人留
学生のニーズ，企業側のニーズに対応するため，キャ

< ビジネス日本語・マナー講座 >

リア支援業務を進めてきたが，来年度以降は体系的か

本取組については，Ⅱ 事業報告にある，「ビジネス

つ長期的な目で見たキャリア支援に取り組みたい。

日本語・マナー講座」に詳しい報告が掲載されている
のでご参照されたい。
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