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Ⅰ　はじめに

経済のグローバル化にともない，日本において

1990年代の中頃から若い女性の間では海外で働く

のがブームとなりつつある。筆者らは，シンガポ

ールで働く日本人女性に関する調査結果をすでに

報告し（中澤ほか，2008），たんに金銭的な要因

だけでなく，海外で生活してみたい，あるいは外

国語を使ってコミュニケーションしてみたいとい

う内発的要因や，国内での堅苦しい家族規範から

逃れたり日本社会で間断なく求められる気遣いか

ら解放されたいという精神的プッシュ要因が，若

い女性を海外へと駆り立てることを明らかにし

た。一方，シンガポールへと日本女性を引き付け

るプル要因として，英語圏でありアメリカ合衆国

やイギリスに比べると先進国の中で比較的就労ビ

ザの取得が容易であることや，アジアの中でも生

活水準が高く安全であることなどが明らかにされ

ている。興味深いことに，26人のインタビュー対

象者の多くは，シンガポールにやって来る前に海

外に留学した経験を持っており，海外への志向は

短期間に形成されたものではなく，かなり以前か

ら育まれたものであることがわかる。

シンガポールでの聞き取り調査によれば，従来

は数年間の仕事の経験がないと就労ビザが発給さ

れなかったが，近年では高学歴の日本人を確保す

るために新卒者でも就労ビザが発給されるように

なった1）。さらに，2000年代初頭から日本経済が

不況から脱しつつあり，雇用環境も回復基調にあ

る。そのため，シンガポールに事業所を展開する

日系企業も事業拡大にともなって従業員を増やし

たいという意欲が高まる一方，現地採用の日本人

を確保するのが困難となりつつある。そのため，

人材紹介会社はオーストラリアに支店を開設して

オーストラリアに留学した日本人学生に対して東

南アジアの日系企業の職場を紹介する新たな動き

もみられる。

それゆえ本稿では，海外就職している日本人は

海外に就職する前から留学など海外生活の経験を

持つことが多いことをふまえ，海外留学の時点で

どのようなライフコースを描いているのかを明ら

かにすることを目的とする。言い換えれば，海外

に留学することと海外で働くことは，どのような

関連性を持っているのかを検討することにある。

海外留学者が留学経験を活かして，その後にど

のような職業経歴をたどるのかに関しては，森

（1982a・b），渡部（1999，2003）による研究が

ある。森（1982a・b）によれば，1980年代前半

まで日本人留学生は日本社会からの逸脱者として

みなされてきたという。つまり，日本人留学生の

態度と行動は，日本の和を尊び協調性に優れた日

本の組織文化になじまず，それに悪影響を与える

という評価が流布していたという。ところが，

1980年代後半になると景気が上昇局面に入り，日

本企業の海外展開が深化するにつれて，海外進出
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のために留学経験者を即戦力として求める動きが

強まり，これが雇用情勢の逼迫と重なり，企業は

留学生を積極的に採用するようになる。すると，

日本人留学生に対する評価は肯定的なものに変化

していったという。一方渡部（1999，2003）は，

アメリカの大学へ留学した学部生の追跡調査か

ら，留学生は海外での勉学経験をキャリア形成の

上で肯定的にとらえているものの，必ずしも留学

経験者すべてが海外での経験を活かせる職場で働

いているわけではないこと，英語力は高所得・高

職位を得るために重要なコンピテンスとして認識

されていること，などが明らかにされている。

西尾（1999）は，イギリスのロンドン大学大学

院生を対象として，ジェンダーの観点から日本人

留学生の留学動機を検討した。その結果，男性は

留学をキャリア形成のためのワンステップとして

考えており，専門分野への関心が非常に強いのに

対して，女性の多くは海外で生活することに満足

を覚える傾向が強いことが明らかになった。これ

と関連して，男性では留学費用を親から援助を受

けずにまかなっている人が多かったのに対して，

女性ではそうした人の割合が低い傾向も明らかと

なった。こうした知見は，日本の企業社会におけ

るキャリア形成や人事の問題と深く関連してお

り，留学という現象に日本社会のあり方が反映さ

れていることを如実に物語っている。

ヨーロッパにおいても，EUで実施されている1

年間の学生派遣プログラム「Year Abroad」に関

心が集まっている（King and Ruiz-Gelices，2003）。

King and Ruiz-Gelicesによれば，人口地理学では

これまで学生の人口移動に関する研究はほとんど

なかった。数少ない既存の研究として挙げられて

いるのは，海外に留学したアイルランド人学生の

卒業後の経歴を調べた研究（Shutterworth，

1993: King and Shuttleworth，1995a;1995b），中

国返還の直前の時期にイギリスで学んでいる香港

からの留学生に関する研究（Li et al.），しかない。

King and Ruiz-Gelices（2003）は，エラスムス奨

学金やソクラテス奨学金が提供されるEU諸国間

の相互派遣プログラム「Year Abroad」が，国家

や民族，職場，家族，地域社会へ帰属することに

よって形成される個人のアイデンティティやライ

フコースを個人化させる一方，個人の持つ文化資

本（留学費用や留学の動機付け，所属学部）によ

って留学プログラムに参加しやすいか否かが左右

されることを明らかにした。とくに興味深いのは，

家庭環境によって海外情報へのアクセスに差異が

みられたり，初等中等教育における外国人との接

触が動機付けに影響を及ぼすという指摘である。

UNESCO（2006）も，最近10年間に高等教育

の国際化が進んでいる状況に着目し，海外留学の

増加と「頭脳流出」との関連性に検討を加えてい

る。UNESCOは，市民権（国籍）を持たない定

住外国人が増大しているEUなどでは外国籍の学

生を指す「foreign student（外国人学生＝留学生）」

という用語が不適切であるとして，「mobi le

student（移動学生）」という表現を用いている。

世界的にみると，過去30年間に留学生が増大した

時期は，1975～1980年，1989～1994年，1999～

2004年の３つあるという。しかし，この期間に大

学進学者数も大幅に増大しているため，留学生の

増大は進学者の増大でほぼ説明できるとされてい

る。留学生の送り出し国をみると，東アジア諸国

で送り出す留学生が急増している。国別順位でも

中国，インド，韓国，日本，ドイツの順となって

おり，東アジア諸国が上位に並んでいる。一方留

学生の受入国はアメリカ合衆国，イギリス，ドイ

ツ，フランス，オーストラリア，日本の順となっ

ており，先進国が並んでいる。先進国は留学生を

引き付けるために競い合うようになっており，オ

ーストラリアでは国家の基幹産業のひとつともな

っている。留学生が選択する留学先国は自国の言



― 3 ―

語環境に近い先進国であることが多いが，東アジ

アから送り出される留学生の多くはアメリカ合衆

国など英語圏が多い点で様相が異なっている。ま

た日本は，留学生の主要な送り出し国であると同

時に海外から多くの留学生を受け入れている点で

ユニークである。

これからの研究から，留学生の送り出しと受け

入れの点で日本は他の先進国とはかなり異なった

パターンを示していることが明らかにされてい

る。この点で，日本人女性にみられる英会話ブー

ムを分析したBailey（2006）は興味深い。この研

究によれば，日本の英会話学校ブームの背景には，

英語力を活かしたキャリアを形成したいという実

利的な目的以外に，海外旅行や海外就職で英語を

使いたいという願望，西洋人男性との性的／エロ

チックな関係を築くことによって新しい自我の形

成をしたいという欲求，があるという。つまり英

語を話せるようになることで，かっこよくて，コ

スモポリタンで，進歩的な人間に変わることがで

き，それは伝統的な日本のジェンダー規範からの

解放を意味するというのである。

そこでふたたび，森（1982a・b），渡部（1999，

2003）の研究を評価し直してみよう。森と渡部と

も，調査対象者は学士号を取得した正規留学生で

ある。しかし近年では，他の国々と同様に日本で

も大学進学率は大幅に上昇し，１年未満の短期留

学も増加しているものと思われる。それゆえ，

Bailey（2006）による考察で扱われているような

英会話学校ブームにつながっていると考えられ

る。この点からみれば，King and Ruiz-Gelices

（2003）の調査対象者は１年間の短期留学プログ

ラムに参加した学生であるため，より多様な留学

の形態を反映している。

しかも，UNESCO（2006）で明らかにされて

いるように，日本は大量の留学生を送り出すと同

時に多くの留学生を受け入れているという点でも

特異であり，海外に留学する若者がいわゆる高度

熟練労働者highly skilled international labourと

してキャリアを積んでいくのか否かが重要な問題

となる。

そこで本稿では，オーストラリアで学ぶ日本人

留学生を事例としながら，留学生がどのような動

機で留学することを決定したのか，将来的にどの

ようなキャリアを積んでいこうと考えているのか

を明らかにする。つまり，高等教育の大衆化が進

み，経済のグローバル化に伴い海外就職が大学新

卒者のひとつの選択肢としてなりつつあり，海外

留学よる英語スキルの上達はキャリアアップのた

めの手段となりつつあるという背景の中で，オー

ストラリアで学んでいる日本人学生がどのような

将来のライフコースを描いているのか，留学に至

る背景は何なのかを検討しようと試みる。

次章では，近年における日本人学生の留学先の

動向について統計資料から明らかにし，留学先と

してのオーストラリアの位置を明らかにする。用

いる資料は，外務省「海外在留邦人数統計」，お

よび日本学生支援機構留学情報センター（2006）

による「海外留学経験者の追跡調査報告書」であ

る。第３章では，筆者らがオーストラリアのブリ

スベーンで実施したインタビュー調査に基づい

て，留学生活の現況，留学するまでの経緯，就職

に関する意識に関する分析結果を報告する。調査

時期は，2006年7月と10月である。調査対象者は7

月が14人，10月が8人の計22人である。サンプリ

ング方法は，ブリスベーンのA大学，B大学の学

生が中心となって組織されている日本人留学生会

を通じて行った。そのため，日本人学生の活動に

参加していない学生は抜け落ちており，サンプル

に偏りがあることを予めお断りしておく。

Ⅱ　留学先としてのオーストラリア

まず，海外で学んでいる日本人留学生の全般的
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な特徴を把握しておこう。表１は，2001年におけ

る主要な国・地域ごとの日本人留学生数を示して

いる。ただし表１に示されている数字は，海外の

大学で学んでいる日本人学生の総数を必ずしも反

映していない。というのは，留学のためのビザの

要件が国ごとに大きく異なるためである。大学や

大学院への正規留学はこの表の数字に含まれてい

るが，それ以外にも語学研修など専門学校や非正

規生として短期滞在する１年未満の学生も多い。

短期留学の場合には留学ビザを必要としない場合

もみられるため，こうした学生を数字に含めるか

否かによって数字がかなり大きく左右される（留

学ジャーナル，2007）。例えばカナダの場合には，

６か月までの留学にはビザが不要であるため，短

期の語学留学は数字に含まれていない。この点を

留意して表を見ると，多くの日本人留学生が学ん

でいる国は，アメリカ合衆国，中国，イギリス，

オーストラリア，ドイツの順となっている。留学

先別に見ると，欧米で学ぶ学生が全体の約8割を

占め，圧倒的に欧米志向であることがわかる。オ

ーストラリアは，日本人にとって人気の留学先と

なっていることがわかる。しかしオーストラリア

側から見ると，受け入れている留学生の出身国は，

東アジアや東南アジア，南インドの国々からが多

く，中国，マレーシア，インド，香港，シンガポ

ール，インドネシア，タイ，ニュージーランド，

韓国，アメリカ合衆国，日

本の順となっている（図1）。

その結果オーストラリア

は，アジアに隣接する英語

圏の国としてアジアの若者

にとって手ごろで魅力的な

留学先として人気を集め，

高等教育が国の重要な基幹

産業となっている。

アメリカ合衆国で学ぶ日

本人留学生は，インド，中

国，韓国についで４番めに

多い。インドや中国からの

留学生の多くが大学院レベ

ルで学んでいるのに対し

て，日本人留学生は学部レ

ベルの学生が67％，大学院

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
（人） 

中
国
 

マ
レ
ー
シ
ア
 

イ
ン
ド
 

香
港
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
 

タ
イ
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
 

韓
国
 

ア
メ
リ
カ
 

日
本
 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
 

ベ
ト
ナ
ム
 

ス
リ
ラ
ン
カ
 

イ
ギ
リ
ス
 

パ
キ
ス
タ
ン
 

図１　オーストラリアにおける国別留学生数 
資料：UNESCO（2006）より作成 

国・地域名 学生数（人） 

アメリカ合衆国 46,810

中国 14,692

イギリス 6,206

オーストラリア 2,407

ドイツ 2,182

カナダ 1,478

フランス 1,439

韓国 697

ニュージーランド 499

オーストリア 302

表１　日本人留学生の主な留学先（2001年） 

資料：文部科学省 
「我が国の留学生制度の概要　受入れ及び派遣」2004年 
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レベルが21％，その他が

12％と学部生が主体とな

っているのが特徴的であ

る。こうした違いは，お

そらくインドや中国に比

べると日本の大学進学率

が高く，高等教育の大衆

化が進んでいることに起

因すると思われる。つま

り，日本では大学進学率

の上昇にともない，海外

留学もごく限られたエリ

ート層だけの独占物から

を広く市民に手の届くも

のとなっていると思われ

る。

留学先の動向を時系列

的に見ようとする場合，

利用可能なデータは限られる。そこで，外務省に

よる「海外在留邦人数調査統計」を用いて，過去

20年間の留学先の動向を大陸別にみてみた。日本

人が外国に長期滞在（３か月以上）する場合には，

滞在国の日本大使館や領事館に在留届を提出する

ことが旅券法で義務付けられており，「海外在留

邦人数調査統計」はこのデータに基づいている。

この統計では，海外在留邦人は永住者と長期滞

在者に区分され，ここでは長期滞在者だけを見る。

永住者とは当該国で永住権を取得した人を指し，

生活の拠点を日本から当該国に移した人々である

のに対して，長期滞在者は在留国での生活は一時

的なものであり，いずれ日本に帰国するつもりの

人々とみなされている。ただし，この区別は相対

的なものであり，企業による海外派遣によって滞

在年数が長期にわたる人の場合には永住権を取得

している場合もある。

長期滞在者はさらに，本人とその同伴家族に分

類されている，長期滞在者の職業は，「民間企業

及びその家族」「報道関係者及びその家族」「自由

業及び専門的職業関係者及びその家族」「留学生，

研究者，教師及びその家族」「政府関係機関職員

及びその家族」「その他」という６種類に区分さ

れている。留学生は研究者，教師およびその家族

と同一のカテゴリーに含まれているため学生数だ

けを把握することは難しいが，全般的な動向は把

握できるだろう。ただ，この数字でも３か月未満

の短期留学生は抜け落ちていることに留意する必

要があるだろう。また，この調査で把握されてい

ない長期滞在の留学生（つまり大使館や領事館に

在留届を提出せずに滞在している人）もかなりい

るものと思われるが，その数を推定するのはきわ

めて困難である。

まず，大陸別の留学生・研究者・教師数を示し

た図2を見てみる。図では，同伴家族は除いた本

人だけの数字を図化している。また，人数の少な
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図２　大陸別の留学生・研究者・教師数 
注）人数の少ない中央アメリカ、中近東は省いてある 

資料：『海外在留邦人数調査統計』各年版 
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い中央アメリカ，中近東は省いてある。この図か

らも，アメリカ合衆国に滞在する留学生・研究者

の数が圧倒的であることが裏付けられる。ついで

西ヨーロッパ，アジアの順となっている。西ヨー

ロッパに留学や研究に訪れる人数は相変わらず多

いが，アメリカ合衆国やアジアと比べると，相対

的な伸びは小さい。1988～2006年の間における留

学生・研究者・教師の人数は，アジアが5.54倍，

大洋州が14.5倍，北米が3.02倍へと増加したのに

対して，西ヨーロッパは2.54倍となっている。

この統計では男女別のデータも得られるので，

表１に示した日本人留学生の主要な滞在国別に男

性の割合を算出してみた。その結果，中国

（46.8％），アメリカ合衆国（46.0％），ドイツ

（41.3％），イギリス（34.1％），オーストラリア

（33.6％）という数字が得られた。どの国でも過

半数が女性である点は共通しているが，とくにイ

ギリスとオーストラリアでは滞在する留学生・研

究者・教師の男女比が１：２で女性

が圧倒的である点が注目される。ま

た，欧米と比べると中国（アジア）

は男性の割合が高い点も注目される。

イギリスとオーストラリアでは語学

（英語）の研修を目的とした留学が多

いため，女性の割合が高いのではな

いかと推測される。英語の研修を目

的としたアメリカ合衆国への留学は，

国の治安の点で女性からやや敬遠さ

れている可能性も考えられる。

では，海外に留学する学生はどの

ような属性を持っているのだろうか。

前述したように，日本人の留学生が

中国やインドと比べると学部生の割

合が高い点に特徴があり，さらに正

規留学生だけでなく短期の非正規学

生もかなりの人数に上ると推測され

る。けれども，こうした種々雑多な留学生の全体

を調査した事例は存在しない。留学生は短期間で

住所や国境を越えて移動するためモビリティがき

わめて高いため，調査を困難にしていると考えら

れる。6か月未満の短期留学の場合には，この問

題がとくに顕著に現れる。

こうした困難さにもかかわらず，２つの調査結

果が一般に公表されている。それは，日本学生支

援機構による『海外留学経験者の追跡調査報告書』

と，留学のための情報雑誌を刊行している留学ジ

ャーナル社による『留学ジャーナル留学白書2007』

である。サンプリングの方法は，前者は民間調査

会社に登録しているインターネット利用者と大

学・大使館からの紹介者であり，後者は留学相

談・留学情報の提供を行っている留学ジャーナル

社の相談窓口への来訪者とオンラインサービス利

用者へのアンケート回答者である。どちらもサン

プリング方法に偏りがあるが，全体像を把握する

20代（n=3247） 

0% 20%

思っている 思っていない 

60%40% 80% 100%

30代（n=4926） 

40代（n=2663） 

図３　年齢別の留学の意向 
資料：『海外留学経験者の追跡調査報告書』 

思っている 思っていない 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

お勤め（n=5133） 

自営業・自由業（n=499） 

主婦（n=2999） 

学生（n=798） 

パート・アルバイト（n=1161） 

無職（n=178） 

図４　職業別の留学の意向 
資料：『海外留学経験者の追跡調査報告書』 
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ためにここではサンプル数の多い前者の調査結果

を分析する。

『海外留学経験者の追跡調査報告書』には，留

学経験者に対する調査と留学未経験者に対する調

査の２種類が含まれており，まず留学未経験者の

調査から見てみる。対象者はインターネットを利

用する20～40代の市民であり，学歴が高い層と思

われる。注目すべき点は，「あなたは，これから

留学をしたいと思っていますか。」という問いに

対して，20代が41.4％，30代が25.3％，40代が

20.8％となっており，年代を問わず潜在的な留学

志向がかなり強い点である（図3）。これを職業別

に見ると，学生では半数以上が留学を考えており，

その他の職業に就いている人でも3割近くが留学

したいと考えている（図4）。つまり，若年層から

中年層にかけて日本社会では留学志向がきわめて

強いと言える。大学進学率が上昇し高等教育が身

近なものとなるにつれて，海外留学も人々にとっ

て手に届くものとなってきていることがわかる。

さらに，過去に留学を断念した経験のある人は全

体の22.1％を占め，断念した理由の6割近くが経

済的事情であるという結果も，大学進学が経済力

によって規定される傾向が強まっていることとも

類似している。

次に，留学経験者に対する調査の結果をみてみ

る。留学期間が3か月未満の人が19％を占め，１

年未満の人を合計すると半分を超える（図5）。留

学というと１年以上を超える長期間を思い浮かべ

ることが多いが，実際には短期間の滞在がほとん

どであることがわかる。言うまでもないが，留学

期間が短いほど留学目的で語学の上達を挙げる人

の割合が高まる。留学した時の年齢は，20代が最

も多く（68.5％），次いで10代（22.0％），30代

（8.6％）となっている。前に挙げた日本人の多い

国別の平均留学期間をみると，アメリカ合衆国

（15.7か月），ドイツ（12.4か月），中国（10.6か月），

オーストラリア（10.6か月），イギリス（10.3か月）

となっている。おそらく平均の留学期間が短い国

では，短期の語学習得を目的とした留学生が多い

と推測される。なおこの調査では，留学者の多い

国の順位は，アメリカ合衆国，イギリス，カナダ，

オーストラリア，中国，韓国，フランスの順とな

っており，文部科学省の数字とは異なることにも

留意する必要がある。留学先としてその国を選ん

だ理由に関しては，大陸別の集計結果が示されて

いる。オセアニアは，「気候・地理的要因」と

「物価が安いから」という理由を挙げた留学経験

者が他の地域に比べて高い割合を示しており，反

対に「専攻分野の先進的な国だから」という理由

を挙げた割合が相対的に低かった。留学時の勉強

内容は，回答者全体では語学習得が70.4％を占め，

語学習得を目的とした留学が主流であることを裏

付けている。

留学経験に対する満足度は，留学動機が「入学

したい学校が海外にあったから」「興味のある分

野を本場で学びたかったから」「日本にない研究

上の知識･刺激を身に付けたかったから」といっ

た専門志向の人で高く，「海外に住んでみたかっ

たから」「海外の学校で勉強してみたかったから」

「語学を本場で学びたかったから」といった曖昧

な動機の人はやや低くなっている。留学が現在の

職業に業務面で役立っているかという設問に対し

て，現在働いている人たちの多くは肯定的に捉え

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3か月未満 

1～2年未満 

3～6か月 

2～4年未満 

6か月～1年未満 

4年以上 

図５　留学経験者の留学期間 
資料：『海外留学経験者の追跡調査報告書』 
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ており，留学期間が長くなるほど

その傾向は顕著となる（図6）。

以上，留学の全体像を既存の統

計や調査から浮き彫りにしてき

た。日本人の多くが潜在的に留学

したいと考えており，そのため留

学はわれわれにとってかなり身近

なものとなりつつある。かつての

ように数年間留学先の国で専門的

に学ぶというスタイルから，語学

を学んだり海外生活を体験してみ

たいという動機から留学を志望す

る人々も増えており，これが中国

やインドよりも留学生全体に占める大学院生の割

合が低い原因と思われる。オーストラリアに着目

すれば，英語圏に属するオーストラリアに語学を

目的として留学する日本人学生が近年急速に増大

している。他の英語圏の国と比べると，「気候・

地理的要因」と「物価が安いから」という理由か

らオーストラリアを留学先に決めた人の割合が高

く，日本とほとんど時差がなく，温暖な気候であ

ることが魅力のひとつとなっている。反対に「専

攻分野の先進的な国だから」という理由を挙げた

人の割合は，他の国と比べると低くなっている。

これらのことから，オーストラリアで学ぶ日本人

留学生は，学部や大学院で専門的に学びたいとい

う動機よりも，英語を上達させたり海外生活を経

験してみたいという動機でやって来る人の割合

が，他の国に留学する人よりも高いと推測される。

オーストラリアでの平均留学期間は他の国と比べ

てやや短く，これも語学研修を目的とする学生が

多いという推測の裏づけとなる。オーストラリア

で学ぶ日本人留学生の男女比は，他の国で学ぶ留

学生と比べて女性の割合が高い点も特徴的であ

る。オーストラリア側からみると，日本からやっ

てくる留学生の数は中国，マレーシア，インド，

香港，シンガポール，インドネシアなどアジア諸

国に比べるとかなり少ない。就職など留学後のキ

ャリアパスに関する国別データは存在しないが，

留学期間が長い人ほど留学経験が現在の仕事に役

立っていると答えていることから，オーストラリ

アの留学した人にとって留学はあまり仕事と直結

しない傾向があるのではないかと思われる。

Ⅲ　オーストラリアで学ぶ留学生の特徴

前章では，近年における日本人留学先の動向に

ついて統計資料から明らかにし，他の国で学ぶ日

本人留学生と比較しながらオーストラリアで学ぶ

日本人留学生の特徴を明らかにした。ただ留学生

に直接コンタクトをとって全体像を把握するのが

きわめて困難なため，間接的な資料でしか裏づけ

ることができなかった。そこで本章では，筆者ら

がオーストラリアのブリスベーンで行ったインタ

ビュー調査の結果に基づきながら，より直接的に

オーストラリアで学ぶ日本人留学生の特徴を明ら

かにしたい。

１．調査の方法

調査は，2006年7月と10月に実施した。調査対

象者は，ブリスベーンにあるクィーンズランド大

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3か月未満 

1～2年未満 

3～6か月 

2～4年未満 

6か月～1年未満 

4年以上 

非常に役立っている 

あまり役立っていない 

まあ役立っている 

全く役立っていない 

どちらともいえない 

無回答 

図６　留学と現在の業務との関連 
資料：『海外留学経験者の追跡調査報告書』 
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学，クィーンズランド工科

大学で学ぶ日本人学生が中

心となって組織されている

日本人留学生会を通じて依

頼した。そのため，この団

体の活動に参加していない

学生は含まれていない。ま

た，短期の語学研修のため

にブリスベーン周辺の語学

学校に滞在している学生は

多いが，彼らがブリスベー

ンに滞在する期間は短く，

正規入学の学生よりもさら

に流動性が高いため，調査

対象者にインタビューに応

じてくれた学生はごく一部

に留まる。7月には14人，10月には8人の計22人に

対してインタビュー調査を実施した。

ブリスベーンは，オーストラリアの北東部に位

置し，シドニー，メルボルン，アデレードに次ぐ

オーストラリアで第４の都市である。クィーンズ

ランド州の州都であり，人口は約160万人に達す

る。クィーンズランド州の主要な産業は牛の放牧

であり，日本への肉牛輸出の拠点となっているた

め商社関係の日系企業の進出も多い。近くには，

サーファーズ・パラダイスやグレートバリアリー

フなどの著名な観光地があるため，観光拠点とも

なっている。ブリスベーンには，上記の前述した

クィーンズランド大学やクィーンズランド工科大

学の他にも，グリッフィス大学，セントラルクィ

ーンズランド大学，カーティン工科大学などがあ

り，高等教育機関の立地も多い。オーストラリア

はアジアなど各地から移民を受け入れてきた歴史

的な経緯もあり，各地の都市には，大学だけでな

く語学学校も数多く立地しており，ブリスベーン

も例外ではない。

調査に先立って調査対象者に予め調査票を送

り，インタビューでは調査票に記入してもらった

事項について詳しく聞き取りを行った。インタビ

ューを実施した場所は，クィーンズランド大学の

図書館など大学施設を利用した場合が多かった。

インタビューに要した時間は45分程度である。主

な調査項目は，留学生活の現況，留学するまでの

経緯，就職に関する意識などである。

２．ブリスベーンの日本人留学生の特徴

まず調査対象者の全般的な特徴を見てみよう。

表2は，インタビューを実施した22人の主要なプ

ロフィールを示している。まず性別に関しては，

男性が14人，女性が8人で男性の方が多い。前章

で指摘したようにイギリスとオーストラリアにい

る日本人留学生の男女比はほぼ１：２であるの

で，ここでのサンプルは男性に偏っている。その

理由は不明であるが，いくつかの推測はできる。

まず，このサンプルには１年ないし半年未満の短

期語学研修の学生があまり含まれていないため，

実際にはブリスベーンに滞在する短期留学の学生

ID  年齢 性別 学校 学年 来豪時期 卒業予定 その他 出身県 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22

23 
23 
24 
26 
22 
28 
20 
20 
22 
29 
28 
21 
20 
22 
23 
21 
23 
19 
27 
24 
20 
27

F 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M

UQ 
QUT 
Gr 

QUT 
Gr 

CQU 
UQ 
UQ 
Gr 

QUT 
Curtin 
QUT 
QUT 
UQ 
Gr 

TAFE 
QUT 

Shafston 
UQ 
UQ 
UQ 
Gr

2 
3 
3 
3 
2 

M1 
3 
2 
2 

M1 
PD 
3 
－ 
3 
3 
？ 
2 
？ 
1 
？ 
2 

M1

2002年６月 
2004年２月 
2006年９月 
2002年７月 
2002年３月 
2003年３月 
2006年２月 
2004年５月 
2001年４月 
2005年７月 
1988年12月 
2003年７月 
2006年２月 
2002年５月 
2003年３月 
2004年６月 
2003年６月 
2006年５月 
2005年５月 
2006年２月 
2006年10月 
2005年７月 

2007年７月 
2007年12月 
　　？ 
2006年12月 
2007年７月 
2007年２月 
2008年３月 
　2007年 
　2008年 
2006年12月 
2006年２月 
2006年11月 
2006年12月 
2006年７月 
2008年11月 
2006年12月 
2008年12月 
　　？ 
　2010年 
2008年３月 
2007年６月 
2007年７月 

山形 
ブラジル 
神奈川 
東京 
静岡 
大阪 
千葉 
福島 
岡山 
東京 
東京 
愛媛 
静岡 
千葉 
東京 

北海道 
長野 
岡山 

北海道 
埼玉 
東京 
香川 

高卒 
高卒 
専門学校卒 
専門学校卒 
高卒 
私大卒 
私大の交換留学 
高卒 
高校時に豪州へ 
私大卒 
高校時に豪州へ 
高卒 
私大の交換留学 
高卒 
高卒 
高校中退 
私大卒 
高卒 
私大卒 
国立大の交換留学 
私大の交換留学 
私大卒、IT企業でSE

表２　調査対象者の主な特徴 

注）学校欄のUQはUniversity of Queensland、QUTはQueensland University of Technology、CQUはCentral 
Queensland University、CurtinはCurtin University of Technology、GrはGriffith University、TAFEは専
門学校、ShafstonはShafston International College and Shafston Institute of Technology。 

資料：筆者らのインタビュー調査による 
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が多いけれども，サンプリングの偏りのために把

握できなかった可能性がある。第２に，ブリスベ

ーンはマリンリゾートとして有名なゴールドコー

ストやサーファーズ・パラダイスにも近く，その

ために男性に偏っている可能性が考えられる。イ

ンタビューの途中でも，「ブリスベーンでは語学

学校に通っている日本人学生をよくみかけるが，

入れ替わりが激しいので知り合うこともなく詳し

いことは分からない。」という声を聞いた。

表に示されているように，ほとんどの日本人留

学生はクィーンズランド大学，クィーンズランド

工科大学，グリッフィス大学の正規学生である。

そのため年齢も20代前半が多い。３つの大学とも

総合大学であり，文系理系の多くの学部を擁して

いる。そのため，学部構成がサンプルの性別偏り

に影響しているとは考えられない。学年は学部2

年生または3年生が多く，大学院生は少ない。こ

れも前章で述べた指摘と一致する。オーストラリ

アの大学に入学する前の就学状況として注目され

るのは，高校卒業後あるいは専門学校卒業後，日

本の大学を経ず，ブリスベーンの大学に直接入学

した学生が多い点である。女性8人のうち5人は高

校卒業後，直接入学を果たしている。その他，交

換留学という形態で1年ないし2年間の留学生活を

送る学生も多い。出身県は首都圏（東京都5人，

千葉県2人，神奈川県1人，埼玉県1人）が多いも

のの，それ以外は全国に散らばっている。留学期

間は，高卒後にやってきた人は学士号を取得しよ

うとする人が多いため3～4年程度を見込んでいる

が，交換留学で来た人は1～2年と短い。

以上の考察を簡単にまとめてみよう。インタビ

ュー対象者の属性は男性が多く，高校を卒業して

オーストラリアに留学した人も少なからずいた。

年齢は20代前半で，首都圏出身者が相対的に多か

った。高校を卒業してすぐにオーストラリアに来

た人たちは留学期間が長く，一方，日本の大学か

ら交換留学でやってきた人たちは1年ないし2年と

留学期間が短い傾向がみられた。

３．日本人留学生の留学動機と将来キャリアの

展望

以下ではこれまで述べてきた調査対象者の特徴

をふまえながら，日本人留学生の留学動機と将来

キャリアの展望をインタビューから分析する。

１）留学までの経緯

留学までの経緯を尋ねてみると，海外留学を積

極的に望んでオーストラリアにやってきた人は思

ったより少なかった。例えばID1とID15は母親の

勧め，ID5は親の勧め，ID9はオーストラリア人

の父親が帰国したため，という理由を留学した理

由に挙げていた。さらに，自分の意思で留学を決

めた人の多くは，以前に海外生活の経験がかなり

豊富である点も特徴的であった。ID１は，15歳

の時に家族旅行でオーストラリアに来ているし，

ID2は高校時代に語学研修旅行でオーストラリア

に来ている。ID4は以前にアメリカ合衆国に留学

の経験がある。ID7はアメリカ合衆国に語学留学

した経験があり，タイにワークキャンプに出かけ

た経験も持っている。ID10はかつて交換留学に

オーストラリアに来たことがあり，シンガポール

で短期間働いた経験も有している。ID11は高校

からオーストラリアに留学している。ID12は高

校のときにホームステイプログラムでオーストラ

リアに来ているし，ID13は従兄弟がオーストラ

リアに留学しているのが刺激となったという。

ID14は親の仕事で中米に滞在したことがあり，

高校の時には英語を勉強するためにイギリスに短

期間滞在している。ID15は中学校の時にオース

トラリアへの短期留学の経験があり，ID17は父

親の仕事の関係で海外生活が豊富であり，高校の

時に１年間オーストラリアで生活した経験もあ

る。ID18は高校の時にメルボルンでホームステ

イをした経験があり，ID19はアメリカ合衆国に
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留学した経験がある。ID22は中学校の時に中国

旅行，大学ではドイツへ語学研修，フィリピンへ

交換留学と，やはり豊富な海外経験を持っている。

そのためか，留学に際して両親や周囲から反対を

受けた人は少なく，留学にかかる費用も親から援

助を受けている人が多い。

このことは何を意味するのだろうか。幼い時か

ら海外の経験が豊富であるということは，経済的

に恵まれた家庭環境にあることは間違いない。さ

らに，中学校・高校のときに留学やホームステイ

をしているということは，両親が意図的に子ども

に海外経験を積ませようとしてきたことを推測さ

せる。中学生や高校生が親とは独立して自分の意

思で海外生活を体験してみたいと考えることも十

分に考えられるが，たとえそうだとしても，海外

留学に対する親の理解と経済的援助がなければそ

うした経験を積むことはできない。

こうした点を確認するために，生活費や学費な

どをどのようにまかなっているかを尋ねてみた。

すべての学生が，学費と生活費のほとんどを親に

依存していた。社会人経験のあるID22も，日本

で働いていた時に稼いだ蓄えを使い果たし，現在

では親から援助を受けていた。アルバイトをして

いる人は半数近くに上り，そのうち数名はブリス

ベーン市内にある日本食レストランでアルバイト

をしていた。アルバイトの金額は，多い人では毎

月700豪ドル（約7万円）を稼いでいるが，こうし

た事例はごく少数である。

オーストラリアに来る前に留学先として現在学

んでいる大学を目指していた人はさほど多くなか

った。海外に留学するという漠然とした考えを抱

いて，あちこちの大学を探しているうちにブリス

ベーンにある大学に決めたという人が多い。海外

留学への漠然とした願望は高校生の時点ですでに

抱いていた人が多いが，治安が良いとか，親しい

友人や親戚がいたとか，以前に旅行で訪れたこと

がある，という理由でブリスベーンの大学に決め

た人が多い。それゆえ，中澤ほか（2008）で述べ

られているように，海外で就職する際にビザの取

得の容易さや治安，生活水準，人的つながりを理

由からシンガポールで働くことを決めた独身女性

が多い状況と酷似している。

２）将来の就職についての考え方

調査対象者は学部生が多いため，将来の就職に

ついて明確なビジョンを持っている人は少ない。

一部の学生は，会計学や獣医師，オプトメトリー

など就職と密接な関係を持つ分野で学んでいる人

もいるが，これらの資格を取得しても日本で通用

しない場合もある。大学院生の場合には，かなり

専門的な分野で学んでいるため就職についてもあ

る程度の考えを持っているが，さほど強いもので

はない。

卒業後に海外で働くか日本で働くかを尋ねてみ

ると，ほとんどの学生は経験を活かして海外で働

きたいと答えた。とくに，オーストラリアに滞在

することで身に付けた英語力を活かしていきたい

と考えている人が多い。ほぼ全員が，オーストラ

リアに来てから英語の実力が伸びたと答えてお

り，オーストラリアで学ぶことの成果を英語力に

置いていることがわかる。

もちろん，海外留学で得られるものはそれだけ

ではなく，日常生活の場面ではアパートを借りた

りルームシェアしている他国からの留学生と折り

合いをつけざるを得ないため，粘り強い交渉力が

身につくし，大学では様々な国籍の留学生と机を

並べることで日本では経験できない多文化社会を

経験しており，こうした交渉力や多文化での生活

経験を高く評価している人も多かった。

ただ，オーストラリアにやって来る前に持って

いたオーストラリアに関する知識はきわめて乏し

いことは，筆者にとっては驚きであった。大航海

時代以後にイギリスの流刑地として始まったオー
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ストラリアの歴史的経緯や白豪主義に代表される

移民政策，資源外交，第二次大戦中における日本

軍の侵略の歴史，イギリス連邦でありながらイギ

リスから遠く離れているため外交戦略ではアジア

重視の姿勢を打ち出している点などは高校で学ん

でいるはずであるが，実際にはオーストラリア社

会に関する知識は貧弱であり，しかもオーストラ

リアで生活するようになってから関心が大きく高

まったとも思えない。オーストラリア社会に対す

る乏しい関心は，裏返せば日本社会を相対的に理

解しようとすることへの無関心ともつながってい

ると思われる。

Ⅳ　むすび

本稿は，オーストラリアのブリスベーンに留学

した日本人学生の動機や将来の就職への展望につ

いて考察を行った。世界における留学の動向は，

各国で大学進学率が上昇するにともなってかなり

増大している。日本もその例外ではないが，日本

は留学生を世界各地に送り出すと同時に，世界各

国から留学生を受けいれているという点で，ユニ

ークな存在であることを明らかにした。

日本学生支援機構による調査によれば，留学経

験の20代～40代の日本人のかなりの多くが潜在的

に留学を希望しており，留学生の増大を背後で支

える底流の存在が伺える。留学の目的は語学力を

つけたい，あるいは海外での生活を経験してみた

いという動機を挙げている。留学先としてオース

トラリアを選んだ理由は，「気候・地理的要因」

と「物価が安いから」という理由を挙げた留学経

験者が他の地域に比べて高い割合を示しており，

反対に「専攻分野の先進的な国だから」という理

由を挙げた割合が相対的に低かった。

これらの結果は，ブリスベーンで学んでいる留

学生にインタビューした結果とほぼ一致してい

る。インタビューから浮かび上がった特徴として，

留学する前から親の海外赴任にともなって海外生

活の経験があったり，家族旅行やホームステイ，

短期語学研修といった形で海外を訪れた経験が豊

富な人が多かった。つまり，家庭環境がかなり影

響を及ぼしていることが示唆された。これは，留

学生のうちで首都圏出身者に占める割合が相対的

に高いこととも符合する。首都圏であれば外国人

との接触頻度が高く，海外赴任の可能性の高い職

場に勤務している親も地方圏と比較すれば多いと

考えられるからである。さらに，親の所得が地方

圏に比べれば相対的に高く，教育投資の額も大き

いこともその理由として考えられる。

上の議論をさらに整理してみよう。留学経験の

ない20代～40代の人の間でも海外での生活を経験

してみたいと考えている人の割合はかなり高く，

こうした考え方は日本社会に広く浸透しているも

のと思われる。経済的に余裕のある家庭では，こ

うした考え方を家庭教育の一環として日本で中学

校や高校に通っている自分の子供を在学中に海外

へ連れ出し，それが海外留学へとつながっている

図式がみられた。ただその際，オーストラリアを

留学先として選ぶ理由はあまり明確ではなく，英

語圏であり気候が温暖で物価が安いという，進路

選択の理由としてはかなり曖昧なものであった。

高等教育が大衆化した現代の日本では，進学先の

大学を選ぶ理由が多様化しており，海外留学もこ

れを反映したものとなりつつあると言えよう。

最後に，本稿では十分に明らかとならなかった

点についてふれておきたい。まず，１年未満の語

学研修で留学している留学生の実態は，本稿でも

十分に把握することができなかった。今回の調査

では日本人留学生会を通じて調査への協力を依頼

したが，この方法では対象者を見つけ出すのは困

難であった。調査方法をさらに工夫して検討を加

えていきたい。第2に，オーストラリアで学ぶ日

本人留学生は男女比が1：2という結果が『海外在
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留邦人数調査統計』では得られたが，今回のサン

プルの男女比はこれとは反対で，男性が多かった。

こうしたサンプリングの歪みの原因として，女性

の留学生は1年未満の語学研修が多い可能性もあ

る。また，ブリスベーンの近くにはマリンリゾー

トに近いために男性留学生に好まれている可能性

もある。この点に関しても，さらに詳しく検討す

ることが必要である。第3に，1年ないし2年とい

う期間の留学として，日本でも大学間の交換留学

制度が普及しつつあり，ブリスベーンの大学には

こうした学生も数多く学んでいた。EUにおける

「Year Abroad」との比較に観点からも，交換留

学制度を利用して海外で学んだ経験が留学生の将

来のキャリアにどのような影響を及ぼすのかを調

査する意義は大きい。

注

１）シンガポールの就労ビザは，Pパス，Qパス，Sパ

スに分かれ，Pパスは専門職，管理職で月収S$3，

500以上の人，Qパスは学位を持ち，専門的資格や

特別な技能を持っている月収S$2，500以上の人（5

年以上の就労経験を持つことが望ましいとされてい

る），Sパスは給与，教育，資格，仕事の技能，内

容，経験の項目のポイントシステムにより判断され

月収S$1，800以上（短大，専門学校卒でも可能だ

が，5年以上の就労経験が望ましい）となっている。

しかし，文言からは実際にどのように運用されてい

るのかは明らかでない。経済状況に応じて，しばし

ば運用の仕方が変更されることもあるため，ビザの

申請が受理されたかそれとも却下されたか，という

結果からしか実際の運用は判断できない。
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