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1. はじめに

近年、日本の留学生数が飛躍的に増加している1)。とりわけアジア諸国からの留学生の

増加が顕著である。日本学生支援機構(2020)によると、2019年5月1日時点での留学生の出

身地域別では、留学生312,214人中アジア地域が292,317人と も多く全体の実に93.6%を占

めている2)。2019年の国･地域別留学生数では、1位中国、2位ベトナム、3位ネパールの順

で多く、これら3ヵ国の日本への留学生の増加が顕著にみられる(図1)。2012年と2019年の

留学生数を比較すると、ベトナム人留学生は実に約16.8倍、ネパール人留学生は約10.7倍と

両国からの留学生が僅か7年の間に急速に増加している(図1)。こうした状況を勘案する

と、今後の留学生政策においてベトナム人留学生やネパール人留学生が日本の留学生政策

において重要な存在になるものと考えられる。

 * 南九州短期大学 国際教養学科 准教授

 1) 詳細は後述の「4.日本の留学生政策の変容と留学生数の推移」を参照のこと。

2) 日本学生支援機構(2020)、p.3
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2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

中国 86,324 81,884 94,399 94,111 98,483 107,260 114,950 124,436

ベトナム 4,373 6,290 26,439 38,882 53,807 61,671 72,354 73,389

ネパール 2,451 3,188 10,448 16,250 19,471 21,500 24,331 26,308

韓国 16,651 15,304 15,777 15,279 15,457 15,740 17,012 18,338

台湾 4,617 4,719 6,231 7,314 8,330 8,947 9,524 9,584
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出典：日本学生支援機構(2013)、(2014)、(2015)、(2016)、(2017)、
(2018)、(2019)の各p.4を基に筆者作成。

<図1> 国･地域別留学生数上位5か国の推移

上記を踏まえて、

留学生に焦点を当てた

研究について見ていく

と、現時点までに様々

な研究が見られる3)。

それらの研究から主に

ベトナム人留学生やネ

パール人留学生につい

て焦点を当てた研究に

ついて見ていくと、佐

藤(2012)は、ネパール

人留学生の日本留学の

増加の要因等について

検討し、ネパール国内において雇用機会が少ないため海外移住のための第一段階として留

学を選択する傾向が見られ、それがネパール人留学生の増加の一因となっていること等を

指摘している。佐藤ら(2015)は、ベトナム人留学生の日本留学における送り出し要因と受

け入れ要因について検討し、①送り出し要因として、ベトナムにおける若者の失業率の高

さが要因となっていること、②受け入れ要因として、漢字圏からの留学生の減少により、

日本語学校等が非漢字圏へのリクルート活動を活発化させたこと等を指摘している。岩切

(2017)は、ネパール人留学生に焦点を当て｢働く留学生｣の実情等について検討し、①日本

では資格外労働許可を得ることで週28時間以内の労働が可能であることがネパール人留学

生において日本への留学の人気の一因となっていること、②日本の労働市場の構造的な変

容による特定業種における労働力不足等の影響によって留学生が労働移民の代替となって

いること等を指摘している。柳ら(2017)は、主にベトナム人留学生やネパール人留学生に

3) 例えば、①ソーシャル･ネットワーク等と関連付けて留学生の異文化適応について検討した研究とし

て、田中ら(1991a)、田中ら(1991b)、田中ら(1991c)、田中(1998)、呉(2017)等、②日本人と留学生との

友人関係の構築のプロセス等について検討した研究として、横田(1991)、佐々木ら(2012)、山川

(2013)等、③SNSによる人々の繋がりやパーソナル･ネットワーク等について検討した研究として、

村田ら(2014)、李ら(2020)等、④各国の留学生政策の動向についての分析を基に、日本の留学生政策

について検討した研究として、寺倉(2009)、三宅(2015)等、⑤留学生の留学の特徴等についてプッ

シュ･プル要因等を基に検討した研究として、佐藤(2012)、李(2016)、佐藤ら(2015)、佐藤(2016)、岡

村ら(2019)等、⑥留学生の実態調査を基に、留学生の留学動機や就職意識の変容について検討した研

究として、佐藤(2019)、⑦留学生への意識調査を基に留学生が抱えている課題について検討した研究

として柳(2017)、柳ら(2017)等がある。
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焦点を当て、福岡県における外国人留学生の就職等に関する課題等について検討し、①福

岡県居住の留学生の就職率が低い要因として、日本語学校や専門学校に在籍している非漢

字圏の学生が企業の求める日本語スキルを有していないこと等を指摘している。これらの

研究から、ベトナム人留学生やネパール人留学生の日本への留学の要因等についての研究

や、日本での留学において留学生が抱えている課題等について検討した研究は見られる。

しかし、ベトナム人留学生やネパール人留学生の来日前後の様々な機会へのアクセスにお

ける要因等についてソーシャルキャピタル4)と関連付けて検討した研究は見られない。

2. 研究の目的と方法

上述したことを踏まえ、本稿ではネパール人留学生とベトナム人留学生に焦点を当て、

留学の前後の過程における様々な機会へのアクセスに影響を与えた要因についてソーシャ

ルキャピタルとの関連から分析し、①留学前及び来日後の生活等における様々な機会への

アクセスに影響を与えた要因、②留学における各アクターとのソーシャルキャピタルの変

容プロセス等について明らかにすることを目的としている。本研究のこうした取り組み

は、今後の日本の留学生政策等においても有益な示唆を与えるものと考えられ、研究の意

義があるものと考えられる。

本研究の目的を達成するために、日本の大学の中でも留学生が数多く在籍しているF大学

を調査対象として選定し、ベトナム人留学生及びネパール人留学生を対象として留学生の留

学におけるソーシャルキャピタルに関するアンケート調査及びその分析を目的として日本語

で調査票を作成し、2019年7月23日~7月29日の間に授業中に配布･回収する形でアンケート調

査を実施した。アンケートは245部配布し、有効票は196部で有効回答率は80.0%である。

3. 用語の定義

ソーシャルキャピタルの定義等について見ていくと、Putnam(1993=2001)は、｢調整され

た諸活動を活発にすることによって社会の効率性を改善できる、信頼、規範、ネットワー

4) 詳細は後述の｢3.用語の定義｣を参照のこと。
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クといった社会組織の特徴｣5)と定義している。Lin(2001=2008)は、｢人々が何らかの行為を

行うためにアクセスし活用する社会的ネットワークに埋め込まれた資源｣6)と定義し、それ

は｢個人ではなく社会関係に埋め込まれた資源｣と｢資源へのアクセスや資源の活用は行為者

によってなされる｣という2つの要素によって成り立っていることを指摘している7)。宮

川、大森(2004)は、｢広く、人々がつくる社会的ネットワーク、そしてそのようなネット

ワークで生まれる共有された規範、価値、理解と信頼を含むものであり、そのネットワー

クに属する人々の間の協力を推進し、共通の目的と相互の利益を実現するために貢献する

もの｣8)と定義し、｢そのようなネットワークは、グループとして も小さくは家族のよう

なものから、大きくは国家のようなものまで考えられる｣9)と、その範囲が広範囲にわたる

ことも指摘している。稲葉(2011)はソーシャルキャピタルの定義は、PutnamやLinを初めと

して数多くの研究者等において様々な定義がされているが、それには｢個人に属するとする

考え方｣と、｢人や企業が活動している場に存在している｣と捉える2通りの考え方があるこ

とを指摘している10)。更にこれらを含めて広義のソーシャルキャピタルとして｢社会におけ

る信頼･規範･ネットワーク｣をソーシャルキャピタルとして捉えられること、又、それは、

私的財、公共財、クラブ財の3種類に分類できることも指摘している11)。

これらの定義等を踏まえると、ソーシャルキャピタルは信頼、規範及びネットワークを含

むものであり、その範囲は広範囲にわたるものであるといえる。これらの議論を踏まえ、本

稿ではソーシャルキャピタルを｢人々、又はグループ間等で信頼、規範等を基に形作られる社

会的ネットワーク｣と定義している。加えて、ソーシャルキャピタルは日本語では｢社会関係

資本｣の用語が用いられるが、本稿では｢ソーシャルキャピタル｣に統一して用いている。

4. 日本の留学生政策の変容と留学生数の推移

日本の留学生政策について見ていくと、1983年に当時の中曽根内閣総理大臣の指示に基

5) Putnam(1993=2001)、pp.206-207
6) Lin(2001=2008)、p.32
7) 同上。

8) 宮川、大森(2004)、p.ⅲ
9) 同上。

10) 稲葉(2011)、p.4
11) 同上。
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づき｢21世紀への留学生政策懇談会｣が同年8月に取り纏めた｢21世紀への留学生政策に関す

る提言｣によって21世紀初頭に留学生数を当時のフランスの留学生の規模と同等の100,000

人の留学生を受け入れることを目標とした｢留学生10万人計画｣が提言されたことまで遡

る。それ以降、｢留学生交流は、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、我が国にとって留学生政策は、文教政

策及び対外政策上、重要な国策の一つである｣12)として取り組まれてきた。しかしながら、

三宅(2015)も指摘しているが、同計画では留学生は帰国後に日本と母国との友好関係の発

展等の重要なかけ橋となることが期待されており、あくまでも留学生は留学終了後母国に

帰国する一時滞在者との位置づけであった13)。｢留学生10万人計画｣が提言された1983年当

時の留学生数は僅か10,428人であったが14)、20年後の2003年には留学生数が目標の100,000

人を始めて超えて109,508人となっている15)。

2008年1月の第169回国会における福田内閣総理大臣施政方針演説において、｢新たに日本

への｢留学生30万人計画｣を策定し、実施に移すとともに、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を進めます｣16)と｢留学生30万人計画｣の推進が表明さ

れた。これを受け、留学生30万人計画を｢グローバル戦略｣の一環として位置付け、2020年

を目途として留学生の受け入れ300,000人を目指すことが｢｢留学生30万人計画｣骨子｣として

2008年7月に文部科学省他関係省庁によって取り纏められた。同計画では、留学生の受け入

れに際して、｢高度人材受入れとも連携させながら、国･地域･分野などに留意しつつ、優秀

な留学生を戦略的に獲得していく。また、引き続き、アジアをはじめとした諸外国に対す

る知的国際貢献等を果たすことにも努めていく｣17)とし、｢留学生10万人計画｣の中心的な

目的であった教育、研究水準の向上や開発途上国の人材育成等による知的国際貢献より

も、優秀な留学生を｢高度人材｣として戦略的に獲得していくことに比重が置かれるように

なった。その為、｢留学生10万人計画｣では、留学生は大学等を卒業、又は修了後に帰国し

て日本と母国との懸け橋になることが求められていたが、｢留学生30万人計画｣では留学生

の雇用促進を図ることを目的として、大学卒業後等も｢高度人材｣として企業への就職等を

通して日本社会に定着して活躍できるための就職支援等の整備を体系的に各関係省庁等が

12) 中央教育審議会大学分科会留学生部会(2002)
13) 三宅(2015)、p.3を参照のこと。

14) 総務省(2005)、p.8
15) 前掲注2、p.1
16) 首相官邸(2008)
17) 文部科学省他(2008)、p.1
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<表1> 留学生数の推移
(単位：人)

出典：日本学生支援機構(2019)、p.2を基に筆者作成。

連携して計画を推進していくことが盛り込まれた。この日本の留学生政策の変容には、オー

ストラリア、シンガポール、マレーシア等をはじめとして世界的に展開されている高度人材

の獲得競争に取り残されないために、留学生政策を｢国際貢献｣のみでなく｢国家戦略｣として

位置付けることで、高度人材の獲得を戦略的に行っていこうとする意図が見られる18)。

<表1>を基に｢留学生10万人計画｣が提言された1983年から2019年までの留学生数の推移

について見ていくと、同計画が提言された1983年は僅か10,428人であった。その後1996年

と1997年の様にアジア通貨基金等の影響で若干留学生数が減少した時期も見られたがそれ

以外の時期では順調に増加し、｢留学生10万人計画｣が提言された10年後の1993年には1983

年の10,428人の約5倍の52,405人に増加し、同計画が提言された20年後の2003年には当初の

計画目標である100,000人を初めて超えて109,508人となった。2003年の留学生数は1983年の

10.5倍(109,508人)、大学院在籍者は1983年の7.3倍(28,542人)、学部･短期大学･高等専門学校

在籍者は1983年の10.2倍(57,911人)、専修学校(専門課程)在籍者は1983年の実に25.6倍

(21,233人)と大幅に増加している。その中でもとりわけ、専修学校(専門課程)の増加率の高

さが顕著に見て取れる。2008年には｢留学生30万人計画｣が新たに打ち出され、留学生を｢高
18) アジア･ゲートウェイ戦略会議(2007)、中央教育審議会大学分科会留学生特別委員会(2008)、寺倉

(2009)、白石(2016)を参照のこと。
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<表2> 調査対象者の概要

出典：筆者作成。

度人材｣として位置付け、その獲得に向けた取り組みや環境の整備等が国策として行われる

ようになる。2012年には前年に発生した東日本大震災の影響で留学生数が2011年の163,697

人から161,848人と僅かに減少したが、それ以降は順調に増加し続け2015年には2003年に

100,000人を超えて以来僅か12年で初めて200,000人を超えている。次いで2019年には

200,000人を超えて僅か4年で300,000人を超え｢留学生30万人計画｣を打ち出した2008年から

僅か11年で目標を達成している。2019年の留学生数に占める各項目の割合について見てい

くと、｢大学院｣が17.0%(53,089人)、｢学部･短期大学･高等専門学校｣が29.8%(92,952人)、｢専
修学校(専門課程)｣が25.3%(78,844人)、｢準備教育機関｣が1.1%(3,518人)、｢日本語教育機関｣
が26.8%(83,811人)となっており、①｢学部･短期大学･高等専門学校｣、②｢日本語教育機

関｣、③｢専修学校(専門課程)｣の3つがそれぞれ全体の20％を超えている。その中でも2011

年から記載されている｢日本語教育機関｣は、2011年当初の25,622人から2019年には83,811人

と8年間で約3.3倍、｢専修学校(専門課程)｣も｢日本語教育機関｣の数値が掲載され始めた2011

年と2019年の数値を比較すると、2011年は25,463人であったのが2019年には78,844人と、僅

か8年で2011年の実に約3.1倍と、両者ともに近年急速に増加している。従って、近年の急

激な留学生数の増加において、両者が大きな影響を与えているものと考えられる。また、

両者ともに同様の増加傾向が見られることから、日本語学校等の日本語教育機関を修了後

に専修学校(専門課程)に進学する留学生が多くいるものと推察される。

5. 外国人留学生の留学におけるソーシャルキャピタルに

関する調査

5.1 留学前の機会へのアクセスの諸要因

本章では、ネパール人留学生109人、ベトナム人留学生87

人の合計196人(<表2>)に実施したアンケート調査の結果を基

に論を進めていく。

<表3>を基に日本への留学の動機について見ていくと、1

位の｢日本語を学ぶため｣から7位の｢日本のアニメや漫画に

興味があったため｣が中央値10.2%を超えている。ネパール人留学生及びベトナム人留学生
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<表3> 日本への留学の動機(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の割合は、

③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、複数回答である。

<表5> 日本への留学を検討した際に相談した人物

(単位：人･%))

出典：筆者作成。

注：(1) 対象は<表4>で｢あり｣と回答をした147人である。尚、複数回答である。

 　 (2)①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、

③の割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。

<表4> 日本への留学を

検討した際に相談した人

物の有無(単位：人･%))

出典：筆者作成。

別では2位と3位の順位が

異なっているが、それ以

外は同様の順位となって

いる。とりわけ、1位の

｢日本語を学ぶため｣は、
両国においても同様に

大値となっている。加え

て、2位の｢日本の大学で

勉強するため｣、3位の

｢将来日本で就職するた

め｣ともに全体で30%を

超えており、大学進学や

日本での就職も留学の大

きな動機となっている。

<表4>を基に日本への

留学を検討した際に相談した人物の有無について見ていくと、｢あり｣と回答した人数が

196人中147人と全体の75.0%が留学を検討した際に相談をした人物がいたことがわか

る。その人物について見て

いくと(<表5>)、両国ともに1

位の｢母国にいる家族｣、2位

の｢母国にいる友人｣の数値

が高い。とりわけ、1位の｢母

国にいる家族｣は、147人中95
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<表6> 留学に際しての日本の日本語学校や賃貸住宅への

アクセス手段(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の

割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、複数回答

である。

<表7> 留学に際してのビザ取得や日本語学校入学手続きへの

アクセス手段(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の

割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、複数回答

である。

人で全体の64.6%と高い数値と

なっており、両国ともに家族と

のソーシャルキャピタルの繋が

りが強いといえる。その中でも

ベトナム人留学生が国別で

76.1％とその強い繋がりが顕著

にみられる。

<表6>を基に、留学に際して

の日本の日本語学校や賃貸住宅

へのアクセス手段について見て

いくと、1位の｢自分の国の日本

語学校の紹介｣が全体の36.2%

と も多く、次いで2位の｢自分

の国の留学関連業者の紹介｣が
全体の35.2%と、1位と2位がそ

れぞれ全体の30%を超えてい

る。従って、両国において①

｢自分の国の日本語学校｣及び②

｢自分の国の留学関連業者｣との

ソーシャルキャピタルの繋がり

を通した紹介により、日本語学

校等へのアクセスに繋がってい

るといえる。とりわけ、ネパー

ル人留学生では、①が、ベトナ

ム人留学生では②がそれぞれ

大値となっていることから各国

において も影響を与えている

組織が異なることがわかる。

<表7>を基に留学に際してのビザ取得や日本語学校入学の手続きの手段について見てい

くと、１位の｢自分の国の日本語学校｣が95人と全体の48.5%、次いで｢自分の国の留学関連

の業者等｣が73人と全体の37.2%と高い数値となっている。これも<表6>と同様に各組織の
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<表9> 来日時の居住場所(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の割合

は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、複数回答である。

<表8> 留学資金の捻出方法(単位：人･％)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の割合

は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、複数回答である。

ソーシャルキャピタルを通して

ビザの取得等のアクセスに繋

がっている。とりわけ、ネパー

ル人留学生は、｢自分の国の日

本語学校｣が同留学生全体の

54.1%、一方のベトナム人留学

生は、｢自分の国の留学関連の

業者等｣が同留学生全体の46.0%

とそれぞれ 大値となってお

り、<表6>と同様に各国におい

て留学する際に も影響を与えている組織に差異が見られる。

<表8>を基に留学資金の捻出方法について見ていくと、｢家族･親戚からの借金｣が122人

と全体の実に62.2%と も多く、中央値22人の約5.5倍である。従って、両国ともに家族や

親戚等の血族からの借金によって留学資金を捻出している傾向が特に見られる。次いで2位

の｢留学関連業者からの借金｣も39人で全体の19.9%と両国ともに留学関連の業者から借金を

して留学資金を工面している者も多く見られる。また、何かしらの｢借金｣、又は｢融資｣の
項目の全体の合計を単純計算すると195人と、非常に多くの学生が何かしらの借金をして留

学資金を工面していることがわかる。

5.2 来日後の生活における機会へのアクセスの諸要因

<表9>を基に、来日時の居住

場所について見ていくと、｢日本

語学校の寮｣が120人と も多

く、全体の61.2%を占めてい

る。従って、来日当初多くの学

生が日本語学校の寮で生活をし

ていたことがわかる。次いで、｢自
分の国の留学関連の業者が契約

した住宅｣が29人(14.8%)、｢友

人･知人の住宅｣が23人(11.7%)も
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<表10> 来日直後のアルバイトへのアクセス手段(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の割合

は、③の各項目の人数÷全体の母数(196人)で算出している。尚、複数回答である。

<表11> 来日後の引越しの

経験の有無(単位：人･%)

出典：筆者作成。

<表12> 賃貸物件へのアクセス手段(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：(1) 対象は<表11>で｢あり｣と回答をした161人である。尚、複数回答である。

　 (2)①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、

③の割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。

中央値9.2％を超えている。

<表10>を基に来日直後のアル

バイトへのアクセス手段につい

て見ていくと、｢日本語学校の紹

介｣が123人で全体の実に62.8%

と も多く、両国ともに 大値

となっている。来日直後のアル

バイトへのアクセス手段とし

て、日本語学校とのソーシャル

キャピタルの繋がりを基にした

紹介が多く見られることから日

本語学校が大きな役割を果たし

ているといえる。次いで、2位の｢同じ国籍の友人の紹介｣が15.8%、

3位の｢外国人(日本人を除く)の友人の紹介｣が9.7%と、全体の

中央値8.2％%を超えている。従って、｢同じ国籍の友人｣や｢外
国人の友人｣とのソーシャルキャピタルの繫がりも見られ、そ

れがアルバイトの紹介にも繋がっている様子が見られる。とり

わけ、ベトナム人留学生においては、｢同じ国籍の友人の紹介｣
が20.7%と高い数値となっていることから、同じ国籍の友人と

のソーシャルキャピタルの繋が

りを通した紹介の傾向が高いも

のと考えられる。また、｢母国の

業者等の紹介で留学する前に働

く場所が決まっていた｣が全体の

8.2%と、母国の業者の紹介で留

学前からアルバイト先が決まっ

ているケースも見られる。

<表11>を基に来日後の引越

しの経験の有無について見てい

くと、196人中161人(82.1%)が

引越しの経験をしている。賃貸物件へのアクセス手段について見ていくと(<表12>)、｢同じ
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<表13> 引越し時に重視した事項(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：(1) 対象は<表11>で｢あり｣と回答をした161人である。尚、複数回答である。

　 (2)①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③

の割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。

<表14> 新規アルバイトの経験

の有無(単位：人･%)

出典：筆者作成。

国籍の友人の紹介｣が87人で全体の54.0%と も多く、両国の 大値となっている。次い

で｢自分で不動産会社等で探した｣が26人で全体の16.1%、｢外国人(日本人を除く)の友人の

紹介｣が21人で全体の13.0%と中央値12.4%を超える数値となっている。従って、｢賃貸物件

へのアクセス手段｣では両国の留学生において同じ国籍の友人とのソーシャルキャピタルの

繫がりによる紹介が も影響を与えていることがわかる。加えて、外国人(日本人を除く)

の友人とのソーシャルキャピタ

ルの繫がりの影響も見られる。

<表13>を基に引越し時に重

視した事項について見ていく

と、1位の｢同じ国籍の人が多く

住んでいる地域かどうか｣から4

位の｢学校から近いかどうか｣ま
でが全体の中央値21.1%を超え

ている。とりわけ、1位の｢同じ

国籍の人が多く住んでいる地域

かどうか｣は、全体の38.5%、2

位の｢家賃の安さ｣が全体の

35.4%と高い数値となってい

る。国別で見ていくと、ネパール人留学生では、｢同じ国籍の人が多く住んでいる地域かど

うか｣が40.7%と 大値となっている。一方、ベトナム人留学生は、｢同じ国籍の人が多く住

んでいる地域かどうか｣も35.7%と高い数値ではあるが、｢家賃の安さ｣が34人で48.6%と

大値となっており、次いで｢交通の利便性｣も29人で41.4%と高い数値となっている。従っ

て、ネパール人留学生は、｢同じ国籍の人が多く住んでいる地域かどうか｣が引越しをする

際の も重要な判断材料となっていると言え、同じ国籍の人

とのソーシャルキャピタルの繫がりを重視している様子が窺

える。しかし、その一方でベトナム人留学生においても｢同じ

国籍の人が多く住んでいる地域かどうか｣も引越しをする際の

重要な判断材料の一つであると考えられるが、それ以上に｢家
賃の安さ｣や｢交通の利便性｣が重要な要素となっている。

<表14>を基に新規アルバイトの経験の有無について見てい

くと、196人中125人、全体の63.8％が新しいアルバイトをし
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<表15> 新規アルバイトへのアクセス手段(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：(1) 対象は<表14>で｢あり｣と回答をした125人である。尚、複数回答である。

(2)①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、

③の割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。

<表17> 日本での日本語学校及び

大学以外の進学先(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：対象は<表16>で｢あり｣と回答をした

57人である。

<表16> 日本での日本語

学校及び大学以外の進学

経験の有無(単位：人･%)

出典：筆者作成。

たことがあると回答している。

そのアクセス手段について見て

いくと(<表15>)、｢同じ国籍の

友人の紹介｣が73人で全体の

58.4%と も多く、中央値8人

(6.4%)の9.1倍と非常に高い数

値となっている。同項目は、両

国の 大値となっていることか

ら新規アルバイトへのアクセス

手段として、同じ国籍の友人と

のソーシャルキャピタルの繫が

りを基にした紹介が大きな影響

を与えていることがわかる。

<表10>の｢来日直後のアルバイ

トへのアクセス手段｣では、｢日本語学校の紹介｣が両国の 大

値であったが、来日後の生活を通して｢日本語学校｣から同じ

国籍の友人へと、ソーシャルキャピタルの繫がりの強さに変

化が起こり、情報の共有やアルバイトの紹介等の支援等が数

多く行われるようになってきているものと考えられる。次い

で｢日本語学校の紹介｣が全体の20.0%、｢外国人(日本人を除く)

の友人の紹介｣が全体の18.4％を占めており、日本語学校や日

本人以外の外国人の友人の影響も見られる。

<表16>を基に日本での日本語学校及び大学以外の進

学経験の有無について見ていくと、196人中57人と全体

の29.1%が日本語学校や大学以外の学校に進学した経験

を有していることがわかる。その進学先について見て

いくと(<表17>)、専修学校が57名中55名と も多く、全

体の96.5%が進学をしている。従って両国において、日

本語学校修了後に専修学校に進学し、その後大学に進

学する傾向が多くみられる。
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<表18> 大学に進学した理由(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の

割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、複数回答

である。

<表19> 留学における満足度(単位：人･％)

出典：筆者作成。

注：加重平均値は、各項目の人数を基に｢大変満足している｣＝2、｢満足し

ている｣＝1、｢どちらともいえない｣＝0、｢不満である｣＝-1、｢非常に

不満である｣＝-2で算出した。

<表18>を基に大学に進学し

た理由について見ていくと、1

位の｢将来日本で就職するため｣
から同数で4位の｢アルバイトを

して家族に仕送りをするため｣
までが中央値15人を超えてい

る。とりわけ、1位の｢将来日本

で就職するため｣が130人と全体

の実に66.3%を占めており、中

央値15人の8.7倍と非常に高い

数値となっている。同項目は、

両国の 大値となっており、将

来日本で就職することを念頭に

置いて大学に進学している様子

が窺える。加えて、2位の｢大卒

の資格を取得するため｣、｢同じ国籍の友人の勧め｣が同数の30人と全体で15.3%を占め、大

卒の取得や同じ国籍の友人とのソーシャルキャピタルの繫がりも大学進学に影響を与えて

いる。また、4位の｢専門知識を身に付けるため｣や｢アルバイトをして家族に仕送りをする

ため｣が全体で11.2%と専門知識を身に付けることや家族に仕送りをすることを大学進学の

理由に挙げている学生も見られる。

<表19>を基に留学における

満足度について見ていくと、両

国ともに｢どちらとも言えない｣
が 大値で全体の合計で113人

と も多くなっている。しか

し、加重平均値ベースで見てい

くと、ネパール人留学生が｢大

変満足している｣、｢満足してい

る｣の合計が29人で加重平均値

では0.08、ベトナム人留学生は｢大変満足している｣、｢満足している｣の合計が27人で加重

平均値が0.18となっている。全体の加重平均値では0.13と若干プラスの数値になっているこ
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<表20> 留学に満足している理由(単位：人･%)

出典：筆者作成。
注：(1) 対象は<表19>で｢大変満足している｣、｢満足している｣と回答をした

56人である。
     (2)①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、

③の割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、
複数回答である。

<表21> 留学に不満足の理由(単位：人･%)

出典：筆者作成。
注：(1) 対象は<表19>で｢不満である｣、｢非常に不満である｣と回答をした27

人である。
    (2)①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、

③の割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、
複数回答である。

とから両国ともに留学において

満足している学生が不満の学生

よりも多く見られる。<表19>

で｢大変満足している｣、｢満足

している｣と回答した56人を対

象として、その理由について見

ていくと(<表20>)、1位の｢大学

で勉強したいことが学べている

ため｣から4位の｢ビザが取得で

きているため｣までが全体の中

央値9人を超えている。とりわ

け、｢大学で勉強したいことが

学べているため｣は、両国の

大値と非常に高い数値となって

いる。次いで、2位の｢大学で専

門知識を身に付けられているた

め｣、3位の｢大学に通いながら

家族に仕送りができているた

め｣も全体及び各国の割合ベー

スでも20%を超える高い数値と

なっている。

<表19>で｢不満である｣、｢非

常に不満である｣と回答した27

人を対象としてその理由につい

て見ていくと(<表21>)、1位の

｢生活費や学費を賄うのが大変

なため｣から同率5位の｢外国人

(日本人を除く)の友人ができな

いため｣までが全体の中央値4人

を超えている。とりわけ、1位

の｢生活費や学費を賄うのが大
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<表22> 問題が生じた際に相談する人物(単位：人･%)

出典：筆者作成。

注：①及び②の割合は、各項目の人数÷各母数で算出している。また、③の

割合は、③の各項目の人数÷全体の母数で算出している。尚、複数回答

である。

変なため｣から4位の｢日々の生活で孤独を感じるため｣までが全体の割合でそれぞれ60%を

超える高い数値となっており、両国においてこれら4項目に見られる、①｢日々の生活での

生活費や学費｣、｢家族への仕送り｣等の経済的な側面や、②｢ビザの取得｣への不安感、③

｢日々の生活で孤独を感じるため｣に見られる人々とのソーシャルキャピタルの繫がりの弱

さによる孤独感が影響を与えている様子が窺える。特にベトナム人留学生において、上位4

項目が深刻化している様子が窺える。

<表22>を基に問題が生じた

際に相談する人物について見て

いくと、1位から6位までが平均

値19人を超えており、その中で

も｢家族｣が114人で全体の58.2%

と も多く両国の 大値とも

なっている。従って、両国にお

いて家族とのソーシャルキャピ

タルの繫がりが強く、何か問題

が生じた際の も重要な存在と

なっていることが指摘できる。

とりわけ、ベトナム人留学生で

は69.0%と約7割が家族と回答

しており、<表5>で指摘したの

と同様に家族とのソーシャル

キャピタルの強い繋がりが見られる。次いで、｢アルバイト先の同じ国籍の友人や従業

員｣、｢同じ国籍の大学の友人や知人｣、｢留学前からの母国の友人｣等の日本国内外に居住す

る同じ国籍の友人等が全体の2位から4位までを占めており、何か問題が生じた際に、自国

の友人や、日本にいる同じ国籍の友人等に相談する傾向も高いと言え、同じ国籍の人物と

のソーシャルキャピタルの繫がりの重要性も指摘できる。加えて、ネパール人留学生で

は、｢大学の日本人の友人や知人｣が15人で13.8%、ベトナム人留学生では｢アルバイト先の

日本人の友人や従業員｣が9人で10.3%と、若干ではあるが何か問題が生じた際に日本人に相

談しようと考えている学生も見られる。
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6. 外国人留学生の留学における各アクターと

ソーシャルキャピタルの変容について

5章では留学前及び来日後の生活における様々な機会へのアクセスの諸要因について調査

結果を基に見てきた。

まず留学前の機会へのアクセスの諸要因についてであるが、ネパール人留学生及びベト

ナム人留学生において｢自分の国の日本語学校｣及び｢自分の国の留学関連の業者等｣との

ソーシャルキャピタルの繫がりが日本への留学をする際の①日本語学校や賃貸住宅へのア

クセスや、②留学に伴う諸手続き等において重要な役割を果たしていることが共通して見

られた。その中でも、ネパール人留学生においては｢自分の国の日本語学校｣、ベトナム人

留学生では｢自分の国の留学関連業者｣とのソーシャルキャピタルの繫がりによる紹介が日

本留学の際に大きな役割を果たしていることが明らかとなった。次に、来日後の生活にお

ける機会へのアクセスの諸要因についてであるが、｢来日直後のアルバイトへのアクセス手

段｣において、日本語学校とのソーシャルキャピタルの繫がりを通した紹介が大きな役割を

果たしていることが明らかとなった。従って、来日直後においては、日本語学校の役割の

重要性が指摘できる。しかし、留学生活の経過とともに、｢賃貸物件へのアクセス手段｣、
｢新規アルバイトへのアクセス手段｣、｢大学への進学｣等において｢同じ国籍の友人｣との

ソーシャルキャピタルの繫がりによる紹介や情報の交換等の重要性が増していることも明

らかとなった。 後に、｢日本への留学を検討した際に相談した人物｣や｢問題が生じた際に

相談する人物｣でも明らかとなったように、何かしらの問題を相談する人物として家族が

も重要な存在であり、両国ともに家族とのソーシャルキャピタルの繫がりが強いことが明

らかとなった。

以上を踏まえ、留学生の留学前及び来日後の生活における様々な機会へのアクセスの諸

要因に影響を与えているアクターの変容について留学前、来日直後、来日一定期間経過後

の段階を一つのプロセスとしてとらえ、ソーシャルキャピタルと関連付けて見ていくと、

まず、留学前(第一段階)では、日本に留学する際の情報へのアクセス手段の不足や人的

ネットワークの未発達等から日本語学校等へのアクセスや留学に伴う諸手続き等において

母国の日本語学校や留学関連業者とのソーシャルキャピタルの繫がりが強く見られる。こ

の時期には両組織とのソーシャルキャピタルの繫がりを基にした日本語学校の紹介等が行

われるとともに、日本留学前の時期で留学に関連する事柄で大きな影響を及ぼしている。
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しかし、来日直後(第二段階)では、｢来日直後のアルバイトへのアクセス手段｣等、来日直

後の日本での生活において日本の日本語学校とのソーシャルキャピタルの繫がりが強くな

り、この時期には｢母国の日本語学校等｣とのソーシャルキャピタルの繫がりから｢日本の日

本語学校｣とのソーシャルキャピタルの強い繋がりへと関係性が変容する。しかし、その一

方で、この時期において同じ国籍や日本人を除く外国人の友人とのソーシャルキャピタル

の繫がりも見られるようになる。来日一定期間経過後(第三段階)では、次第に留学生活を

送るうちに生活環境の変化等によってアルバイトの紹介や賃貸物件の紹介等、生活におけ

る様々な情報交換や紹介等において同じ国籍の友人とのソーシャルキャピタルの繫がりの

重要性が増し、来日直後の｢日本語学校｣とのソーシャルキャピタルの強い繫がりから次第

に同じ国籍の友人とのソーシャルキャピタルの強い繋がりへと関係性が変容している。加

えて、この時期にも依然として日本語学校や日本人を除く外国人とのソーシャルキャピタ

ルの繫がりも見られる。　

以上から、留学の各段階において様々な機会へのアクセスに大きな影響を与えているア

クターや、各アクターとのソーシャルキャピタルの繫がりの強弱が変容している。

7. 終わりに

本稿では、日本の留学生政策の変容等や外国人留学生の留学における機会へのアクセス

に影響を与える要因等について見てきた。それらから得られた知見として、まず留学生政

策の変容についてであるが、｢留学生10万人計画｣と｢留学生30万人計画｣では、従来の知的

国際貢献という目的から留学生政策を国家戦略として位置付け、優秀な留学生を｢高度人

材｣として戦略的に獲得していくことに比重が置かれ、留学生政策の目的が大きく変容して

いることが明らかとなった。次に外国人留学生の留学における機会へのアクセスに影響を

与える要因等についてであるが、留学の各段階において、影響を与えるアクター等が変容

していることが明らかとなった。

日本では留学生の獲得の重要性の高まりを受けて留学生が増加している。それに伴い、

近年日本語学校を含む日本語教育機関及び専修学校への留学生が増加している。本稿でも

日本語学校修了後に専修学校に進学し、その後に大学に進学する学生も多くみられた。こ

れは、柳ら(2017)がネパール人留学生とベトナム人留学生が抱えている就職に関する課題
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として挙げているように、両国ともに非漢字圏であることから日本語学校修了時に就職を

希望しても企業が求める日本語スキルに到達していないため、専修学校に進学をしてから

大学進学をする学生が多くいるものと考えられる。しかし、非漢字圏の学生にとって日本

語の習得は漢字圏の学生と比べると多大な労力を必要とし、困難が伴うものと推察され

る19)。現在、日本では優秀な留学生を高度人材として獲得することが急務となっている。

その為、そのような人材を獲得又は育成するためにも非漢字圏の学生への就労支援を強化

する必要があるのではないだろうか。

本稿では、留学生活において同じ国籍や日本人を除く外国人の友人とのソーシャルキャ

ピタルの繫がりは見られたが、ネパール人留学生及びベトナム人留学生ともに日本人との

ソーシャルキャピタルの繫がりはあまり見られない傾向が見られた。留学生活において

日々の生活における情報の共有や交換、様々な支援等において同じ国籍や外国人の友人と

のソーシャルキャピタルの繋がりは非常に重要であるが、昨年からのコロナウィルス感染

症の感染拡大等の不測の事態への対応や日々の生活、日本語学習等においても日本人との

ソーシャルキャピタルの構築や繋がりの強化も非常に重要であるといえる。とりわけ、留

学に不満を感じている学生には、①経済面、②ビザの取得への不安、③人々とのソーシャ

ルキャピタルの繫がりの弱さによる孤独感を抱えている学生が多く見られた。加えて、本

稿で数多くの学生が留学時の学費を何かしらの借金をして捻出していることが明らかと

なっており、中には家族に仕送りをすることを大学進学の理由に挙げている学生も見られ

た。このように経済的、精神的な負担が大きくのしかかり、心身ともに大きな影響を与え

ているものと考えられることから留学生の心のケア等の支援も必要であろう。その為に、

留学生が居住している地域住民との交流の場や機会の創設等を通して地域全体で留学生の

心のケアをはじめ就職支援や日本語学習支援等の様々な支援が必要ではないだろうか。こ

れらの取り組みを継続的に実施していくことで留学生と日本人、又は留学生と地域との

ソーシャルキャピタルの構築や強化にも繫がり、それが延いては優秀な留学生の獲得や高

度人材の育成にも波及する可能性を有しているものと考えられる。

以上見てきたように、本稿で得られた知見は今後の日本の留学生政策等において、重要

な示唆を与えるものと考えられる。

19) F大学で教えていたネパール人留学生及びベトナム人留学生の中には、非漢字圏であることから漢字

の読み書きが非常に苦手な学生が数多く見られた。
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<要旨>

 

外国人留学生の留学におけるソーシャルキャピタルに関する研究

-ネパール人留学生及びベトナム人留学生の事例より-

秋谷公博

本研究はネパール人留学生とベトナム人留学生の事例を基に、留学の前後の過程における様々な機会へのアクセスに
影響を与えた要因についてソーシャルキャピタルとの関連から分析し、①留学前及び来日後の様々な機会へのアクセス
に影響を与えた要因、②留学における各アクターとのソーシャルキャピタルの変容プロセス等について明らかにするこ
とを目的としている。本研究の目的を達成するために実施したアンケート調査の結果を基に分析を行った。その結果、
第一に、ネパール人留学生及びベトナム人留学生において｢自分の国の日本語学校｣及び｢自分の国の留学関連の業者等｣
とのソーシャルキャピタルの繫がりが日本への留学をする際の①日本語学校や賃貸住宅へのアクセスや、②留学に伴う
諸手続き等において重要な役割を果たしていることが共通して見られること、第二に、｢来日直後のアルバイトへのア
クセス手段｣において、日本語学校とのソーシャルキャピタルの繫がりを通した紹介が大きな役割を果たしているこ
と、第三に、留学の各段階において各アクターとのソーシャルキャピタルの繫がりの強弱が変容していること等が明ら
かとなった。

Study on the Social Capital in Study Abroad for International Students

- Case study of Nepalese Students and Vietnamese Students in Japan -

Akiya, Kimihiro

This paper explores the factors that influenced access to various opportunities in the process of study abroad in relation to 
social capital through the cases of Nepalese and Vietnamese students. The paper finds that; (1) it was clear that Japanese language 
schools and so on in their own countries play an important role prior to study abroad in Japan; (2) immediately after coming 
to Japan, it was clear that the connection with the Japanese language schools in Japan and the social capital, played an important 
role in accessing some opportunities; and (3) in conclusion, it was clear that the strength of social capital with each person 
directly and indirectly involved had changed in the process of study abroad.


