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１．はじめに 
世界の他の高等教育機関と同じように、日本の大学にも大きな変化が迫られて

いる。一つは日本でどうしようもなく進行中の少子化への対応であり、もう一つ

は、グローバル化する世界への対応である。すなわち、否応なく進行する社会の

変化に対応できる人材の育成のため、大学経営の改革、およびカリキュラムや教

育の改革が日々叫ばれている。 
一般学生を対象とした大学改革の議論では、改革が学生評価、ＦＤ講座などに

終わるのではなく、学生の生き方に大学がどうかかわることができるのか、模索

するべきであることが議論されている（溝上他 2001）。そしてその第一歩として、
大学時代は何をするべきなのか、学生たちは何を望んでいるのか調査する必要が

あるといわれている（菅田、小沢 2006）。 
	 日本語教育においても、アカデミックな活動の充実をめざして、2000年代から	 
アカデミック・ジャパニーズが興隆し、批判的思考力の養成、話し合い中心の活

動やピア活動など、従来の日本語教育の枠組みを動かす原動力となっている。近

年では、日本企業の要望に応える形で、ビジネス・ジャパニーズへの関心も広が

っている。 
しかし、その一方で、全留学生数のかなりの割合を占めるであろう学部留学生

にどのような日本語教育が必要なのかについては、十分議論されているとは言い

難い。このように、アカデミック・ジャパニーズのみならず、日本語教育全体が

どのような方向に向いていくべきなのか、日本における日本語教育の目標が混迷

している時にこそ、（元）学習者がどのような生活を送っているのかを知り、そこ

から学べることを考えることが必要ではないか。 
	 本研究では、二人の中国人女子学部留学生の日本生活についてライフストーリ

ーを報告し、将来像の選択過程に注目して考察する。第一には、大学生にとって、

就職／結婚といったライフイベントの待つ未来と、現在との連続性をどう作って

いくのかが大切だ（高坂他 2013）と考えられるからである。第二に、将来像とは	 
自分の本当にやりたいものは何か、親との関係、自分のやりたいことの実現可能

性などの関係性の中から生まれてくるものであり、彼女らが日本社会の中で、ど

のような体験をしているのかを垣間見せてくれるからである。 
	 なお、ここでいう学部留学生とは、留学生対象の入学試験あるいは一般学生と

同一の入学試験に関わらず、なんらかの選抜を経て日本の大学に学部 1年生とし
て入学してきた者をさす。一般学生と同様、４年間で学部の卒業資格を得ようと

するものである。 
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1.2	 アカデミック・ジャパニーズの教育目標をめぐる混迷	  

2000年の留学試験の導入に前後して、アカデミック・ジャパニーズへの関心は
大きくなり始め、レポートを書き、発表を行うためのスキルに関する研究数の増

加し、さまざまな教科書が出版された。それだけではなく、専門日本語教育学会

や、アカデミック・ジャパニーズ・グル―プ研究会の発足、それぞれの学会／研

究会誌の発行と大学／大学院で学ぶさまざまな日本語レベルの学生を対象とした

研究が行われている。 
その中で、特徴的なのは、大学というアカデミックな活動で使われている日本

語を教授しようとするものと、「正しい言葉づかい」から抜け出し、他者の考え方

を受け取り、また自分の考えを伝えるという、いわゆる「対話」を重視したもの

の２点にまとめることができるという点だろう。それは、お手本を取り入れて、

なるべく「正しい」ものを学生に書いてもらおうという意図をもったものと、「正

しさ」よりも、学生が「言いたいこと」「考えたこと」を無骨な形でもいいから表

現してもらおうという意図をもったものと言い換えることもできる。これら両極

端ともいえる意図がある上に、アカデミック・ジャパニーズが目指すべきものと

して、「生きる力」、「自分を表現する力」「批判的思考力」などさまざまな教育目

標が、十分な消化もないまま掲げられている観がある。 
このような動きの原動力となった「日本留学試験」そのものは、母語話者のよ

うな日本語力をみるのではなく、学業に従事するうえで必要な言語能力と基礎学

力を見る必要から作られたものであることを考えると、アカデミック・ジャパニ

ーズが、「正しい日本語」の教授に終わらないのは、当然だと考えられる。 
しかし、それぞれ文脈で語られる「力」は、教育的伝統をもった重要な「力」

であることは間違いないが、現場の教師としては、教育目標が落下傘として次々

に降りてくるだけだと感じられ、新たな「力」がいったい何を意味するのかさえ

わからないまま、新しい力の養成に右往左往しなければならない。真の意味での

新たな教育目標とは、教師たちが自分の手で、手探りながら作っていく必要があ

るのではないか。そのためにも、学部留学生がどのような生活を送っているのか

を知ったうえで、どのような人材を養成したいのかを考え、日本語教育としてど

のような貢献ができるのか考える必要があるだろう。 
	 このような問題意識から、学部留学生がどのような生活を送っているのか知る

上で大切なことは、個々の学部留学生の体験を「客観的」な視点から描くことで

はなく、それぞれの体験を、留学生本人がどのように位置づけ、意味づけている

のかを知ることではないだろうか。言い換えれば、彼らの目から眺めるというこ

とになる。同じようなアルバイトの体験一つをとってみても、それにどのような

意味付けを与えるのかは学生一人ひとりでかなり異なる。 
	 本稿で用いている「ライフストーリー」は、語り手にとっても過去の意味付け

であり、このような目的には適当な方法ではないかと考えられる。また、留学生

活という、長く続く生活すべてを追うことは非常に困難であり、その体験に対す

る意味付け自体も、時間を追うごとに変化するものである。そのような体験への

意味付けや変化をみることで、彼ら自身がどのような体験が、現在の自分をつく
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るのに貴重だと考えているのか、見えるのではないだろうか。 
 
３．調査と方法論 
3.1方法論 
本稿では、ライフストーリーとは、インタビュイーがインタビュアーに対して

語ったことをもとに作成されたストーリーという意味で使う。インタビューとは

聞く人と語る人の双方で構成されるものであるが、一般的な会話との大きな違い

は、インタビュアーの要請によってはじめて語られるという点である。例えば、

「どうして日本に来たの。」という質問によって、協力者は、その人が現在日本に

いる理由を過去の出来事をつなげる形で述べる。その意味で、インタビューで語

られたこととは、現在のインタビュイーから見た過去の意味付けだといえる。し

かし、それを解釈し、ストーリーとするのは、インタビュイーである。筆者は、

現在の協力者の姿がゴールとなるように、ライフストーリーを作成している。言

い換えれば、協力者の現在の姿を、現在に至るまでの来し方として「理解」（ブル

ーナー1998）してストーリーを作成しているといえる（この点についての、理論
的な詳細については、別稿を用意したい）。 
具体的には、インタビューで語られたことを出来事に分け、それを時間軸に並

べ直す。その際、現在の協力者の姿がゴールとなるよう、出来事間のつながりを

「理解」しようとする。ある程度「理解」が完成した段階で、ストーリーを協力

者に返し、承認を得た。 
本稿では特に、ライフストーリーのなか読み取ることができる調査協力者の複

数の「自己」に注目したい。複数の自己とは例えば、「学校の成績がいい私」「仕

事のよくできる父親の娘としての私」などである。溝上（2004）は、これら複数
の自己（溝上の用語に従えばポジション）が複数集まって、「ポジション・ワール

ド」が作られているという。また、小説の中の登場人物のようなこれらの「自己」

は、常に調和しているわけではなく、対立・矛盾した価値観を持っている場合が

あるが、ストーリーを語る語り手自体は、それらの関係を必ずしも意識している

わけではないという。 
しかし、進路を選択する際には、これら矛盾した自己を意識せざるをえず、こ

れらを関係付けたり、新たな自己を作ったりする必要が生じてくるのではないか。

これらの自己の関係に注目してライフストーリーを見ることで、調査協力者の日

本進学を後押しした「自己」や将来像の形成過程を見ることができると考える。 
 

 
3.2調査方法と調査協力者 
	 経験した出来事や社会過程の主観的意味世界を把握することを目的として、語

り手の発話を阻害しないように配慮しつつ、比較的自由な会話に基づくインタビ

ューを行った（山田 2005）。協力者ごとに複数回インタビューを行った。今回紹
介するストーリーの協力者は以下の二人である。 
薫さん	 インタビュー時、地方国立大学文系学部３，４年生 
	 Ｋさん	 インタビュー時、大都市圏私立文系学部４年生 
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４．結果 
4.1薫さん 
農村出身で、人前で話すのが苦手な子どもだった。成績がよかったので、両親

を説得して、観光ガイド養成の 3年制の短大に進学した。勉強して素養のある人
間になりたかった。大学では、日本語や思想の他にマナー等、ガイドに必要な知

識を学んだ。 
３年生になって、観光ガイドのインターンシップをしてみたが、人前で話せず、

話さなくてもいい仕事だけをしていた。2 年生のころ、学校の先生の斡旋で日本
の日本語学校に行く話が持ち上がった。薫さんは、2 年越しに親を説得して、日
本に来ることになった。来日前、保険会社で短期間働いた。元主婦の女性がバリ

バリ働いている姿を見て、そんな「すばらしい人生」を送ってみたいとあこがれ

た。日本から帰ってきたら薫さんにも、そんな人生が待っている気がした。 
日本語学校の生活は、アルバイトと学校の両立で大変で、想像とは全く違って

いた。日本に来たらお金持ちになると思っていたが、必死にアルバイトをしなけ

ればならなかった。「日本語ができない」と言われたり、全く個人の時間がなかっ

たりした。でも、このまま帰ったら「日本語も上手になっていない、お金も稼い

でいない、大学にも入っていない」ので、2年頑張って、国立大学に入学した。 
大学の同じ学部には、中国人の女子学生が 3人いた。薫さんは、彼女たちとい
っしょに時間を過ごすことが多かった。日本人の女の子たちは、年齢のせいか、

話題が合わなかった。サークルも、「やっぱ一人で中国人、日本人の学生、怖いと

思います。アルバイトもあるし、時間があったら」「自由に旅行とか」したいと思

って、入らなかった。 
アルバイトは、家庭的な居酒屋やコンビニでした。大学から少額ながら奨学金

ももらったので、日本語学校のときのように必死にアルバイトをする必要はなか

った。授業もそれほど忙しくなく、韓国語や英語を勉強したり、アニメを見て日

本語を勉強したりしながら、のんびりと過ごした。そうしているうちに「素晴ら

しい人生でなくてもいい」と思うようになった。 
3 年生からは、公共団体で通訳や翻訳、中国人観光客からの質問受け付けなど
のアルバイトも始めた。日本の公務員は中国の公務員とは違ってなんでもすると

いうことがわかった。また、中国観光客の役に立つことがわかると、やりがいを

感じた。 
一方で、大学で、ボーイフレンドにも出会った。彼は中国の同じ地方出身で、

年上だ。今はもう卒業して、違い地方で、日本企業に勤めている。３年生のころ

から、薫さんは将来のことを非常に心配し始めた。ボーイフレンドは結婚したが

っている。両親も結婚・出産する年齢だというプレッシャーをかけてくる。中国

の友達も次々と結婚・出産している。日本語学校で同じように「素晴らしい人生」

をめざしてがんばっていた友達ですら、結婚相手を決め「主婦には大学卒業証書

は不要だ」と勉強していない様子だ。 
薫さんももう少し若かったら、迷わず就職しただろう。でも、日本企業に就職

しても、どこに配属になるかわからないし、激務で体を壊した人の話も聞くと、

結婚とは両立できないと思う。子どもができたら、自分で育てたい。 
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結局、就職活動はせず、卒業後は結婚して、彼の住む町に行くことにした。遠

いから同じ日本でも言葉や習慣が違うかもしれない。でも、ここに来た時も同じ

だったと思えば大丈夫だと思う。わからないことがあっても「私は中国人です」

と言っていれば済むと思う。せっかく日本に来たのだから、大学院に行くことも

考えられる。 
ゼミは、日本語でもちろん話をするが、中国人の学生のほうが多いゼミだった。

先生は、ゼミが始まる前にコーヒーを淹れてくれる。卒業論文は、何度も書き直

しさせられたが、「努力は認めます」と言ってもらえた。 
もう卒業だ。これから、いろんなことが待っている。楽しみだ。 
 

4.2	 Ｋさん 
Ｋさんは中学校のとき勉強を頑張って、自分で選んだ高校に入ることができた。

これは転機だったと思う。自分で選ぶことが大切だと思うようになった。でも、

高校時代はあまり勉強しなかった。特に数学が苦手で、3 年生になってから頑張
ったが、大学受験に失敗してしまった。中国の受験戦争は、本当に厳しい。テス

トを受けるチャンスが一度しかない。第一志望ではない大学なら入ることもでき

たが、卒業のとき、何をやっていたのか分からない学生生活は送りたくなかった。

それで、自分が本当にやりたいことを努力しながらやっているイメージのある日

本に留学を決めた。親戚がおらず一人で頑張らなければならないこと、近くて帰

りたいときにはいつでも帰ることができること、昔日本に留学していた叔父の後

押しなども決め手になった。Ｋさんは、留学に自分の未来の可能性があると思っ

た。 
＜日本語学校＞ 
Ｋさんは、大都市の日本語学校に入学した。日本語学校時代は浪人みたいで同

級生に遅れをとってしまう。大学生活を早く始めたくて、焦った。でも、学校の

先生からは、名の通った大学に入学するには、最低２年はかかると言われた。結

局 1年目は落ちてしまった。2年目は、希望している大学の学部を３つも受けた。
滑り止めも受けなかった。イベントも充実して、雰囲気もいいその大学にしか行

きたくなかったからだ。結局 3つとも合格し、言葉がたくさん学べて、中国に帰
っても日系企業の就職に有利になりそうな今の学部を選んだ。 
＜大学生活＞ 
大学入学を控えた 3月、東日本大震災があった。怖かったので、一時帰国した。
もう日本に帰らないほうがいいのではないかとも思ったし、親戚もそう言ったが、

せっかく大学に入ったので、悩みながらも日本に帰ってきた。 
大学生活が始まって、これからだというときに、原因不明の体調不良になって

しまった。地震のこと、今まで一緒に住んでいた中国の友人と別れて一人暮らし

を始めたことに加えて、日本人のクラスメイトとどうやってコミュニケーション

ができるか、入学前から大きな不安だったからではないか。 
せっかく大学に入るのだから、中国の友達ばかりで遊んでいたらもったいない。

1 年生はクラス単位の授業が多かった。留学生も 4 人いたが、クラスでは、周り
の日本人と積極的に話そうと努力した。でも、日本人と話しても「向うに伝わら
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ない時もありますし」「え！」みたいなリアクションを気にして、心配していた。 
この体調不良のせいで、一時帰国したり、せっかく大学に通いやすいように勤

務先を変えてもらったバイトもやめなければならず、申し訳なかった。 
1年後半からゼミのガイダンスが始まった。2年になってゼミに入ると、以後は
ゼミの友人との交流が中心になる。自分の将来や、日本語能力にも、友人との交

際も役に立つ。だから真剣にゼミを選んだ。Ｋさんは、ゼミ全体の雰囲気がよく、

日本の生産システムについて学べるゼミを選んだ。そのゼミでは、国内外の学外

見学なども多く、友人と遊べるチャンスも増えた。今もグループで週 3回ミーテ
ィングをしているが、ゼミの友達は仲がいい。優しい人ばかりだ。もう日本語の

コミュニケーションのことで悩むことはない。相手がわからなそうにしていても、

冗談で流すことができる。また、卒論の代わりにゼミに二つ登録するシステムを

利用して、異文化コミュニケーションも学んでいる。そこも先生が優しくて、い

っしょにグループ発表などをして、楽しい。 
そろそろ就職活動を始めている。説明会に行くと、超有名国立大学の学生など

がいる。日本語が母語話者みたいに上手な人もいて、気圧されている。今は、お

客さんと直接触れ合う仕事がしたいと思っている。親のことも気がかりだ。一人

っ子なので、将来は親の面倒を見なければならないからだ。親は自分の好きなこ

とをしてもいいと言ってくれてはいるが…。それだけではなく、中国の地元に帰
ると、心が温かくなる。一番いいのは、日本企業に就職して、中国に派遣される

ことだ。高校、留学に続いて、今が人生の選択、悩みのときだ。 
 
５．考察 
5.1 留学の動機‐大学での学業を通じた自己の姿 
	 薫さんは、両親を説得して、短大に進学し、日本への留学を果たしていた。そ

の過程で、「素養のある人間」になるために勉強したい、就職後「すばらしい人生」

を送りたいという将来の希望を抱いている。薫さんの理想は、「素養をもっている

薫さん」「キャリアをもち、すばらしい人生を送っている薫さん」と言い換えるこ

とができる。これらの将来の自己像が、薫さんを勉学へ、そして日本留学へと駆

り立てていたと考えられる。 
しかし、インタビューでは、薫さんが大学でどのような勉強をしたいと思って

いたのか、具体的な像については語られなかった。大学の選択についても、日本

語学校の先生と留学試験等の成績、H市からの距離などを考慮に入れて、大学が
選択されている。 
	 一方、Ｋさんは、中国での受験のころから「卒業のとき、何をやっていたのか

わからない大学生活は送りたくない」と非常にはっきりした希望をもっていた。

「何かを行ったという実感の伴う大学生活を送る自分」でありたいという将来の

希望をもっていたと言ってもいい。また、来日以前から、日本の大学では「自分

の興味のあることを努力して学ぶ」という具体的なイメージを持っていることが

語られていた。彼女の希望する「大学生活」と日本の大学での学びの像が重なる

ことに気づくだろう。 
またＫさんは、大学の選択に関しては、大学の有名度を独自に調査する、オー
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プンキャンパス等に行って「雰囲気」を知るなど、かなり主体的に大学を選択し

ていたが、「何かを行ったという実感の伴う大学生活を送る私」であるために必要

な行動であったと言ってもよいだろう。 
	 大学選択の過程だけではなく、大学に入ってからの学び方も二人は非常に異な

っている。薫さんは、課題をこなすことを中心に大学生活を送っているが、Ｋさ

んは、ゼミを主体的に選び、積極的にゼミの仲間と交流し、そこからの学びを楽

しんでいるように見える。 
	 薫さんとＫさんが通っていた大学は異なっており、単純な比較はできないが、

二人が、「素養のある自分」「何かを行ったという実感のとも会う大学生活を送る

自分」という異なる自分を目指していたことに注目したい。このことは、二人の

大学での学びのイメージに大きな違いに結びついている。 
薫さんについて、特記するべきことは、薫さんは農村出身であり、周囲に大学

に進学した経験のある者が少ないことである。初年時教育の枠組みでは、薫さん

のようないわゆる「第一世代」が大学の中での学びのイメージをもつことができ

ないために、大学での学業に困難を持つことが述べられている（山田 2005）が、
留学生の場合にも、それは当てはまるのではないだろうか。また、中山（2013）
では、同じような話し合い学習を行っても、それへの取り組み方や話し合い学習

に見出す意味は、学生によって異なっていることが述べられているが、話し合い

や活動などを取り入れた授業実践への取り組み方の違いは、学生個々人が持って

いる「大学での学び」イメージの違いがその原因となっていることも示唆される。	 	 	  
 

5.2将来像の選択 
	 薫さんは、結婚／出産への、主に中国からのプレッシャーを感じていた。それ

は、周囲の望む薫さんであった。周囲の人々を観察する中で、「自分の子供は自分

で育てたい」という感情を持った。それは彼女の「母である理想の自分」である。

それは、現在の日本では、就職とは両立しないものであった。一方で、「すばらし

い人生」ではなくとも、自らのキャリアを持ち働いていきたいと考えている薫さ

んも存在している。 
鈴木（2011）は張さんという、台湾人で博士課程在籍中の女性のライフストー
リーを書いたが、台湾にいたらこうなっていただろう張さんの姿と実際の張さん

が分断され、そこから彼女が断絶の感覚を持っているとしている。 
薫さんの場合も、鈴木の張さんと同様、周囲、特に母国の家族たちの望む薫さ

んとキャリアを望む薫さんは両立しない。そこが、薫さんの将来の選択への大き

な迷いであり、結局、キャリア／勉強を後回しにする選択を薫さんは行った。 
中山（2011）はＱさんという中国人男子留学生のライフストーリーを紹介して
いるが、Ｑさんは、「一人前の男」になるために、日本に留学し、日本語に投資を

する。そして高校時代からの彼女に「嫁になって」もらいたいという希望を持ち、

他の学生たちより以前から日本の企業研究にも余念がない。Ｑさんの場合、「周囲

の望むＱさん」と「勉強するＱさん」「将来結婚するＱさん」がイコールで結ばれ

ていると言えるだろう。 
一方で、Ｋさんはとりあえず結婚は考えていない。学ぶＫさん＝自分の望むＫ
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さん＝就職するＫさんとしてイコールになっている。しかし、日本で就職するＫ

さんは将来の両親の世話をするＫさんとは対立している。いくつもの自己の中で、

調整を付けながら将来を選択している 
 
６．おわりに 
今ここで、とりあえずの結論を書いておきたい。 
まず、大学教育へのイメージの個人差にどのように関わるかという問題である。

冒頭で述べたように、一般教育のみならず、日本語教育においても、近年の大学

教育においては、座学のみならず、学生が自ら活動する教育を積極的にとりいれ

ていこうという動きがある。しかしながら、このような学習形態に馴染みのない

学生が大勢いることも認識されている。 
大学での学習が、学生がもっている「学習」イメージと大きく異なる場合は、

大学ではどのように学ぶことが求められているのか、明示的に示すことが必要だ

とも考えられるが、問題は、それが彼らの理想とする「勉強する私」のイメージ

とかけ離れている場合、学習の仕方を明示的に示すだけでは十分ではないのでは

ないということである。溝上（前掲書）の言葉を借りれば、学業の意味構造の変

換や新たなる学業の意味構造の生成こそが求められるのである。溝上は「学びプ

ロジェクト」を提唱しているが、文化的背景の異なる留学生に、日本人学生と同

様の方法を用いて、同様の効果がでるのかは、今後検証が必要であろう。 
もう一つは、将来の選択におけるたくさんの将来像をもった「自己」の中で、

いずれかの自己を選択しなければならないという進路選択の問題である。この問

題は、薫さんに一番顕著に表れていた。しかし、この問題は、女子学生だけの問

題とはいえず、進路の選択に際して、いくつもの「自己」が葛藤を起こしている

場合があるのではないかと推測される。このような進路選択に際して生じるいく

つもの「自己」の葛藤に対して、大学教育は何かなすことができるのか、今後検

討を重ねていきたい。 
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