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Ⅰ．はじめに

近年，日本の若者の就職やキャリア形成を
めぐっては，ニート・フリーターの急増の問
題や，就職してもいわゆる7，5，3現象と
いわれるように中学校卒業者の約7割，高等
学校卒業者の約5割，大学卒業者の約3割が
3年以内に離職してしまうという早期離職の
問題が取り沙汰されており，初等・中等教育
段階からキャリア教育が実施されるように
なってきている1）。また高学歴化，大学進学
率の上昇に伴い，大学においても，学校から
社会へ移行する接続の場として，出口を保障
するために，また大衆化による多様な学生に
対して社会に出て通用するような「社会力」
を身につけさせる意味からもキャリア支援，
キャリア教育の取り組みが始まっている。
一方韓国は，日本以上に学歴社会であると

も言われており，大学修学能力試験（日本の

センター試験にあたる）の際には国を挙げて
応援体制をとり，官公庁や企業の始業時間を
ずらす，パトカーで遅刻者を送るといった
ニュースが毎年恒例となっている。しかし，
近年，青年失業問題，中でも大学進学率80％
といった高学歴化に伴い，大卒者の就職難が
深刻になっている2）。
大学全入化を迎えた韓国に見る，学歴に

よって必ずしもその後の就職が保証されない
社会の現状と，そこにおける青年の職業意識
やキャリア形成の在り方は，日本における大
衆化を迎えた大学教育の今後の方向性やキャ
リア教育を考える際に，一つの示唆を与えて
くれるのではないだろうか。
筆者は，韓国・大邱広域市に存する啓明大

学校国際学大学日本学科の宮前氏の招きを受
け，2008年3月に日本語・日本事情関連諸科
目「ビジネス日本語」の授業の中で，ゲスト・
スピーカーとして，自らの専門とともに，日
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本の小・中・高等学校や大学におけるキャリ
ア教育をめぐる状況や，その背景，日本の大
学生の就職事情や，外国人（とりわけ韓国人）
大学生・留学生の日本の企業への就職状況な
どについて講義をする機会を得た。授業は，
安井による講義の後，宮前氏とともに質疑討
論（日本語による）を行い，学生たちには，
後日，感想文を提出してもらった。
本稿ではこの講義内容について安井が紹介

するとともに，質疑討論の様子や，後日学生
から寄せられた感想を中心に，「キャリア」
についての考え方あるいは「キャリア教育」
をめぐる状況に関する若干の日韓比較を試み
る。
また，「日本語教育」とりわけ「ビジネス

日本語」に関する教育活動の一環としての立
場から，宮前氏が今回の実践について検討を
加え，その意義や反省点について述べる。

Ⅱ．日本におけるキャリア教育の取り組みと
雇用をめぐる状況―「ビジネス日本語」講
義内容から―

本章では，韓国・啓明大学校国際学大学日
本学科で昼間部の学生を対象に行った「ビジ
ネス日本語」の講義の概要を中心に紹介し3），
日本の学校におけるキャリア教育の取り組み
や，その背景，日本の大学生の就職事情や，
日本企業の求める人材，外国人大学生・留学
生の日本の企業への就職状況などについて概
観する。

1．キャリア教育
⑴ 「キャリア教育」とは何か
「キャリア」という言葉の意味は幅広い。

車の轍が語源で，広義にはその人の歩んでき
た足跡や道筋，人生そのものを表すが，日本
では一般的（狭義）には「仕事上の経歴」，「仕
事上の歩み・道筋」また「専門的技能を必要

とする職業についていること」等として使わ
れている。「キャリアを積む」，「キャリアウー
マン」（仕事のできる女性）といった使い方
は仕事上の経歴や専門性（ワーク・キャリア）
を意味している。
近年，日本ではニート4），フリーターの増

加を背景に小・中学校・高等学校で「キャリ
ア教育」が行われるようになってきている。
自分の人生をどのようにデザインしていった
らいいかを小・中学生から考えさせる教育で
ある。ここで言う「キャリア」は「ワーク・
キャリア」（仕事上のキャリア，昇進）だけ
でなく，「ライフ・キャリア」（人生のプラン，
女性であれば結婚・出産なども含めた生活上
のキャリア）も含めた広義のキャリアを意味
している。従来，日本では仕事上のキャリア
に重点が置かれ，学校においても進路指導（就
職指導）が中心であった。しかし，今日，男
女共同参画の時代を迎え，人生全体の中での
「ワーク」と「ライフ」のバランスを考えて
「キャリアデザイン」をしていくことが重要
になってきており，キャリア教育においても，
男性も女性も働きやすく生きやすい「ワー
ク・ライフ・バランス」社会を目指した取り
組みが始まっているのである。
⑵ 社会的背景
個々人に「キャリアデザイン」が必要とさ

れるようになってきた背景として，第一に「終
身雇用」「年功序列」といったいわゆる「日
本的経営」と言われるシステムの崩壊が挙げ
られる。
「終身雇用」「年功序列」とは，年齢とと

もに地位・賃金が上昇していくシステムであ
り5），そこでは新卒の一斉採用が主流で，年
齢とともに同期入社が一斉に昇進していき，
60歳の定年まで「終身」雇用が保障されてい
た。入社後は社員の教育にも会社が責任を持
ち，生活面でも独身時代の社員寮から家族を
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持てば社宅まで，いわば「会社丸抱え」で仕
事上のキャリア形成も生活面もすべて会社が
面倒をみていたのである。このため，学校で
は，どこの会社に入るかという就職指導は行
われていたが，その後は会社が敷いてくれた
レールに乗れば個人がキャリアについて考え
る必要はなかったのである。
バブルの崩壊後の失われた10年といわれる

長引く不況の中，日本企業は生き残りのため
にリストラを行い，「日本的経営」は崩壊し
た。多くの企業では「終身雇用」「年功序列」
に代わって，能力があり，成果を出す人が評
価される「能力主義」「成果主義」が導入さ
れた。そこでは社会に出てからさらにどのよ
うな能力を身につけていくかといった教育
も，自己の責任となるのである。このような
会社の敷くレールがなくなった状況では，以
前のような年齢で決められた人生設計は立て
られない。個々人が，自分にはどのような能
力があり何に向いているのか，さらにどのよ
うな力をつけていくのか，その方法は，また
どうなりたいのかといった「キャリアデザイ
ン」をしていくことが不可欠である。そのた
めにキャリアをデザインするための「キャリ
ア教育」が必要とされているのである。
第二に非正規雇用の増加の問題が挙げられ

る。企業はリストラを行い人件費を抑えるた
めに正社員を解雇し，正社員に替えてパート，
アルバイト，派遣社員といった非正規雇用を
増やしていった。その結果，正社員と非正社
員の賃金・労働条件の差が拡大し「格差社会」
といわれる二極化が生じてきている。これま
で，高度経済成長期からバブル崩壊までの日
本では，一億総中流といわれていたように，
階層格差は少ないとされてきた。少なくとも
大半の国民は自分を「中流」だと認識してい
た。しかし，ここ数年，「ワーキングプア」
といわれる，働いているのに年収が生活保護

水準以下の「働く貧困層」の急増が問題となっ
ている。そのほとんどは派遣やアルバイトと
いった非正規雇用の職にあり，一旦非正規雇
用になってしまうと，なかなか正規の職には
就けないという。このような状況の中，学生
が卒業後，安易に派遣やアルバイトに流れる
ことなく正社員の職に就くためのキャリア教
育は喫急の課題と言える。

2．日本的経営
⑴ 日本的経営の強み
かつて，アメリカ人が書いた『ジャパン・

アズ・ナンバーワン6）』という本が世界中で
ベストセラーとなったように，80年代から90
年代にかけて，日本製品はクオリティが高い
と世界から評価され，日本企業がアメリカを
抜いて世界一になった時期があった。その強
さの理由は終身雇用，年功序列といったシス
テムを持つ「日本的経営」すなわち，会社に
対する帰属意識の高さと労働者の質の高さ，
そして「チームで仕事をする」ことにあった。
例えば，日本の自動車会社トヨタ等ではじ

められ，全国に広がった「ＱＣサークル（ク
オリティ・コントロールサークル）」という
チームで行う業務改善システムがある。通常，
アメリカのフォードシステムに代表されるよ
うな大量生産の工場現場では，末端の現場の
従業員は，上から決められた仕事を決められ
たとおりに行うことが求められている。そこ
ではともすれば，従業員は与えられた仕事を
こなす歯車のようになりがちである。これに
対して，日本の企業では末端の現場でチーム
を作り，どうすれば作業効率が上がるか，不
良品の発生率をいかに少なくするかといった
工夫，改善について，自主的にチームで話し
合い，チーム間で改善の競争を行った7）。こ
ういった現場レベルでの工夫，改善が日本の
製品のクオリティの高さを生み出したのであ
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る8）。こういった現場のチームで知恵を持ち
寄り，新しい知を生み出す仕組みは「知識経
営」としてアメリカで注目され，「知識」こ
そが21世紀に企業が生き残っていく重要な経
営資源になるといわれている9）。
⑵ 日本的経営からの転換
日本では’90年代後半から2000年代初めに

かけて，バブル崩壊後の長引く不況の中で，
グローバル化，競争激化の時代を迎え，生き
残りの為にコスト削減，リストラを行い，日
本的経営から能力主義・成果主義へと方向転
換していった。その結果，これまでチームで
仕事を行い成果を上げていたものが個人単位
の仕事へと変化し，成果に応じて賃金や賞与，
さらに昇進に差がつくシステムとなった。能
力のある者や比較的低賃金に抑えられていた
若者は，この変化を歓迎した。
しかし，個人単位の競争となる為，そこで

は知識も個人に囲い込まれる形になってしま
う。雇用の流動化が進み，それに伴い知識の
流出も問題となる。また，短期的な目に見え
る形での成果が求められる為，仕事が長期的
な視野に欠ける，個人と個人の間にあるよう
な分担のはっきりしない仕事がこぼれ落ちて
いくといった弊害も出てきた。さらに，’90年
代後半からのリストラでの影響で退職する社
員の持っている知識をいかに伝えていくかが
課題となっていたが，2007年問題とも言われ
る団塊の世代の大量退職の時代を迎え，社内
でベテラン社員の持っている知識や技術が次
世代に伝承していかないといった深刻な知の
継承の問題が生じてきている。
また，成果を客観的にはかる指標の難しさ，

能力や成果にそれほど大きな差はつかないと
いった指摘もあり，社内のコミュニケーショ
ンがスムーズにとれない，帰属意識が低くな
る等能力主義・成果主義の弊害から，最近で
は日本的経営に戻す企業も出てきている。日

本には，伝統的に「和」を重んじる文化があ
り，成果主義・能力主義とは相入れない部分
があるのではないだろうか。

3．日本企業の雇用状況
次に，日本企業の現在の雇用状況について

概説する。ここ数年，トヨタなど輸出産業を
中心に業績が好調で，それに牽引される形で
日本全体の景気が上向き，昨年，本年と，雇
用が増加してきている10）。また，団塊世代の
大量退職を受けて，新入社員の採用枠が大幅
に増えている。しかし，以前とは違い，企業
は「力がある人」「企業の中核としてやって
いける人（幹部候補）」を求めている。前述
したように雇用形態が多様化しており，パー
ト，アルバイト，派遣社員など非正規雇用の
割合が増加しているので，単純労働は非正規
雇用でまかない，中核となる知識を活用でき
る人材を正社員として採用するのである。
企業が学生を採用する際に重視する資質・

能力としては，多い順から「コミュニケーショ
ン能力」，「行動力」，「向上心」，「責任感」，「誠
実さ」，「論理的思考能力」などとなっている。
スキル（専門知識・資格，語学力など）より
は考え方や価値観，性格・人柄，意欲・熱意
などが重視されている11）。
日本の大学生は，3年生の秋に就職活動を

開始し，4年生の4月ごろまでに内定をもら
うことが多い。入社試験はエントリーシート
と呼ばれる応募書類から始まり，筆記試験，
小論文，集団面接，個人面接などの面接を3
～5回経てようやく内定をもらう。一人で数
社から内定をもらう学生もいる。学生たちは，
一人50社くらいに応募している。大学を卒業
すると同時に，4月に一斉に新入社員として
入社することが一般的だが，これは年功序列
の制度の影響であろう。
能力主義・成果主義が導入され，雇用が流
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動化し，中途採用や多様な雇用形態がとられ
るようになってきたとはいえ，企業で正社員
として雇用される為には，新卒，一斉採用が
いまだに主流である。それ以外の方法で正社
員になるのはキャリアアップの転職か，海外
の大学院でMBAを取ってきたなど特殊なス
キルを持つ場合であり，いったん非正規雇用
になってしまうと正規の職に就くのは非常に
厳しいという状況が続いている。

Ⅲ．質疑応答および「日本語教育」としての
「キャリア教育」

1．質疑応答
⑴ 学生からの質問
まず，質疑応答の状況について，簡単に紹

介しておきたい。質疑応答は，学生からの質
問に対して安井氏あるいは宮前から応答する
といった形を中心に，安井氏・宮前が学生に
対して質問し，これに対して学生たちが応答
するといった場面も見られた。
まず，質疑応答において学生から寄せられ

た質問には，以下のようなものがあった。

【学生からの安井氏に対する質問】
①「クオリティ・コントロール・サークル」

とは何か。
②韓国人学生が日本企業に就職することは

可能か。
③ニート・フリーターの増加に対する日本

政府の対応について。
④安井氏は，大学時代の専門と関係のある

職についたのか。
⑤企業に就職する際，学生たちに求められ

る条件とは何か。また，日本の大学生の就職
活動の実態は。
⑥日本人学生が日本企業に就職する場合，

英語は必須か。
⑦韓国の食べ物で「おいしい」と思ったも

のは。
⑧韓国の印象。
以下，それぞれの質問に対する回答状況に

ついて述べてゆく。まず，①については，安
井氏が「トヨタ方式」における「現場の工夫」
であると回答した。こうした言葉が韓国の大
学生からの質問としてなされたことが驚きで
あった。いわゆる「トヨタ方式」なるものが，
一つの企業経営の理念型として，韓国におい
て興味関心の対象となっていることの証左と
考えられよう。
次に，②については，安井氏より宮前の方

が詳しいと考えられたので，宮前より「可能
であろう」との回答をした。日本企業がたと
えば韓国に現地法人を設立し，その社員を募

図1 啓明大学校日本学科「ビジネス日本語」
受講生

図2 講義の様子
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集するといった場合もまま見受けられる。筆
者の体験から述べるなら，2007年度には任天
堂が現地法人を設立した際，韓国人社員を募
集し，筆者の授業の受講生もこれに応募した。
その際，筆者は日本語で履歴書を作成するア
ドバイスを行った経験がある。また，大邱広
域市近郊の亀尾（グミ）市には日本企業が多
く進出し，本学日本学科の卒業生・在学生も
多く勤務している。
③は，質疑応答の中で安井氏も述べていた

ように，「鋭い質問」である。安井氏から「ジョ
ブ・カフェ（若者向け就職情報提供，斡旋施
設）の運営や，就職支援のための職業訓練所
等の設置等があるとの回答を得た。
④については安井氏に対する個人的質問で

ある。安井氏より「そういうわけではない」
との回答を得た。
⑤については，安井氏から「英語検定や

TOEICなど，資格に最低条件が設けられる
場合もあるが，基本的には以下のような手順
を踏んだ「就職活動」を行うことになる。す
なわち，エントリー・シートの記入→履歴書
送付→筆記試験（SPI・一般常識・小論文な
ど）→面接（1次～3次程度）。また，自己
アピールや，企業との相性も重要である旨が
回答された。日本の大学生は，40社～50社へ
の就職を検討し，また入社試験を受けること
になる」との回答を得た。
⑥については，安井氏から「外資系であれ

ば必須であるが，必ずしも必須ではない」と
の回答があった。
⑦⑧については，韓国を訪問した外国人に

対する一般的な質問である。それぞれ安井氏
より回答を得ている。
⑵ 安井氏・宮前よりの学生に対する質問
また，逆に韓国におけるキャリア教育や大

学生の就職をめぐる状況等について，安井氏
および宮前から学生に対する質問も行った。

次のようなものがある。

【安井氏・宮前からの学生に対する質問】
①（安井氏より）韓国におけるニート・フ

リーターの増加に対する韓国政府の対応につ
いて
②（安井氏より）韓国における大学生の就

職活動について
③（安井氏より）韓国における人気の職業

以下，回答状況について述べてゆくと，①
は，前項「学生からの質問」に見た，「フリー
ター・ニートの増加に対する日本政府の対応
はどうか」という学生からの質問に対応する
形でなされた，「韓国政府の韓国におけるニー
ト・フリーターの増加に対する対応はどう
か」という安井氏からの学生に対する質問で
ある。これに対して学生は「分からない」と
回答をした。韓国においてもやはり大学卒業
後も定職に就かない，あるいはつけない者が
増加傾向にあり，問題視されている。啓明大
学校日本学科卒業生の場合も見ても，―筆者
と面識のある学生の範囲においてではある
が，卒業と同時に定職を得ている者は少ない。
なお言うならば，韓国では，大学卒業後も定
職に就かない，あるいは就けない人間をペク
ス（「白手」と書く）と呼んでいる。「働かな
いから手が汚れない」という意味であると言
う。これは男性を指示する名称で，女性に対
しては「ペクチャン」（「白鳥」と書く）があ
てられる。
②については，学生たちが答えあぐねてい

たようなので，宮前より回答を行った。なぜ
学生たちはこの質問に答えあぐねていたの
か，それは韓国においては，一般的に日本の
大学生が行うような形において行われる就職
活動なるものが，存在しないからである12）。
韓国においては大学卒業＝即就職といった
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考え方は概して強いわけではないようで，多
くの学生たちが大学卒業後，半年～1年乃至
2年を経て定職を得る13）。その間彼らは無論
求職活動をするのであるが，この間を利用し
て資格を得たり，あるいは語学習得のために
海外へと留学してゆく者も少なくない。その
一方で，大学在学時に（普通は4年次，早い
ものでは3年次）就職先を見つけてしまい，
大学に在学したまま働き始める者もある。こ
の場合，大学での単位の履修や授業への出席
が問題となるが，これについては担当教員に
事情を説明した上で，授業はいわば「公欠扱
い」となり，定期テストもこれを受ける代わ
りにレポートを提出するなどして代替される
のである14）。
最後に③であるが，これについては，学生

たちから「医者・弁護士・公務員」との回答
を得た。

2．学生の感想
すでに述べたように，学生たちに対しては，

後日，感想文の提出を課題として求めている。
受講者全員がこれに応えてきたわけではな
かったが，学生たちの感想は，大きく3点に
集約されるように思われる。
第一点は，テレビ・ドラマやニュースある

いは授業を通じて，終身雇用や年功序列と
いったいわゆる日本型経営の崩壊と，これに
伴うニート・フリーターの増加など，すなわ
ち日本の就業構造およびその変化とこれに伴
う問題の顕在化について，いわば知識として
は知ってはいたが，これを実際に日本の企業
で働いた経験のある日本人からの話として直
接聞けたことは有益であったというものであ
る。
第二点は，チームで動く，そのために「和

の精神」を尊しとしてあまり「でしゃばらな
い」などといった，日本の企業の文化的風土

について，やはり実際に日本の企業で働いた
経験のある日本人から直接話を聞けたことは
良かった，というものである。
日韓における企業間で取引のある場合，そ

の商習慣における差異からつまらぬいさかい
が発生する場合も多いとも聞く。たとえば韓
国人は，日本企業の習慣として，社長であろ
うが会長であろうが，どんなに年長・地位の
高い人間の場合であっても，自社（ウチ）の
者であれば，他社の人間に対して話す場合に
は敬称を用いずに，いわゆる「呼び捨て」に
することに強い違和感を覚えるようである。
「日本語教育」という視角から見れば，「異
文化理解」「異文化コミュニケーション」の
問題として，この点について，日本企業で働
いていた日本人から直接話を聞けたことは，
学生たちにとって有益であったに違いない。
第三点は，「キャリア教育」に関するもの

で，日本で「キャリア教育」なるものが行わ
れているということを聞き，自分の「キャリ
ア」について考えてゆく契機になったことが
良かったというものである。

3．反省および今後の課題
以上，質疑応答の状況および学生たちから

寄せられた感想を紹介してきたが，以下では，
これらに基づき，「日本語教育」とりわけ「ビ
ジネス日本語」に関する教育活動の一環との
立場から，今回の実践について検討を加え，
その効果と反省点について述べたい。
学生たちから寄せられた感想の三つ目のも

のとして，日本で「キャリア教育」なるもの
が行われているということを聞き，自分の
「キャリア」について考えてゆく契機になっ
たことが良かったというものがあった。一方，
韓国においては，日本におけるのと同様な意
味での「キャリア教育」という概念，考え方
や実践が行われていない。今回の安井氏を迎
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えての講義・質疑応答が，受講者たちが自己
の「キャリア」について改めて考え，形成し
てゆく契機となったとすれば，それは担当者
としても望外の幸せであり，今回の実践の意
義・効果もこの点にあったといえるであろ
う。
一方，反省点も少なくはない。省みてみれ

ば，今回の実践の対象となった「ビジネス日
本語」クラスは受講生が19名，そしてその全
てが女性という女性のみのクラスであっ
た15）。
筆者はこの点について，実はすっかり失念

していた。質疑応答場面でこの点に気づき，
安井氏の経歴について氏の了解を得た上で学
生たちに紹介したのであるが（安井氏は大学
教員として勤務される以前，某大手デパート
に勤務経験を持つ），受講生が全員女性であ
ること，また講演を依頼した安井氏もまた女
性であることを考慮するならば，「女性」の
キャリアの日韓比較，「女性」の就職状況あ
るいは就職活動，さらには「女性の生きがい」
の日韓比較など，より実り多い成果を期待し
得たかもしれない。この責任は全く宮前に帰
せられるべきものであるが，事前の準備・打
ち合わせの不足が悔やまれる16）。

Ⅳ．おわりに―キャリアおよびキャリア教育
をめぐる日韓比較に関する一試論―

最後に，これまで述べてきたことに基づき，
日韓間における「キャリア」や「キャリア教
育」をめぐる若干の比較を試みる。
まず，「キャリア教育」についてであるが，

安井氏による講演に対する学生たちの反応の
様子から見て，韓国においては日本における
と同様な意味においての「キャリア教育」と
いう概念や考え方，あるいは実践そのものは
存在していないもののように感じられる。こ
のことは，前章「学生の感想」において述べ

たように，彼らが今回の安井氏による日本に
おける「キャリア教育」をめぐる講義に対し，
「日本で『キャリア教育』なるものが行われ
ているということを聞き，自分の『キャリア』
について考えてゆく契機になったことが良
かった」との感想が提出されてきていること
からも明らかである。
第二に，とはいえ，韓国の大学生が自らの

キャリアに対しておよそ無自覚であるかと問
われれば，そういうわけでは決してない。ま
た，韓国の大学が，学生たちが自己のキャリ
アを形成してゆく上で何の支援も行っていな
いのかと問われれば，これもまた答えは否で
ある。
たとえば，韓国の大学において，学生たち

は，日本人である筆者の眼から見た場合，い
とも容易に休学をする。理由としては，もち
ろん語学研修のための海外留学やワーキン
グ・ホリデーといった理由によるものが多い
のではあるが，授業料を捻出するため，ある
いは海外留学・旅行のための資金を蓄えるた
めのアルバイトといった理由によるものも多
い。
周知のように，韓国では語学の習得に多大

な情熱が傾けられ，すでに述べたように大学
在学中に休学して海外に出かけ，留学・ワー
キング・ホリデーなどといった形で語学研修
に励む一方，大学卒業後に海外に留学してゆ
く者も多い。これは，就職に際して語学が有
力な武器となると考えられているためであ
る。
また，行政や公益事業団体が主催する各種

行事へのボランティアとしての参加も大学か
ら奨励されており，このための授業の欠席は
大学から証明書が交付されて公欠扱いとなる
他，海外での研修も含めたインターンシップ
制度も充実している。韓国では，アルバイト
も含めた上記のような経験すべてが，就職に
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際して提出が求められてくる履歴書に記入が
可能で，企業からは「経験」として評価され
るのであるという。
このように，韓国の大学生が休学までして

アルバイトに励み，海外へと出かけ，様々な
経験を積むための努力をするのは，自己の
キャリアを形成してゆくためのためなのであ
る。
一方，日本企業の多くでは，たとえそれが

語学研修に伴う海外留学のための休学といっ
た「まっとう」な理由によるものであったと
しても，休学は休学として，就職の際にはマ
イナス要因として評価されるとのことであ
る。上記のように，多くの者が休学期間を設
けた結果として，韓国の大学では，たとえ入
学年度を同じくする者同士であっても，卒業
が半年，1年，2年とずれてゆく場合が多く
見られるのであるが（多くの者が学期＝半年
単位で休学をする），日韓間における「キャ
リア」ないし「キャリア教育」をめぐる比較
からむしろ浮かび上がってくるのは，同一年
度に生まれた者同士であれば，理念的には同
一年度に大学を卒業し，就職してゆくことが
志向されるという，日本におけるその全体主
義的傾向・画一的傾向性である17）。
日韓両国においては，無論，個人の「キャ

リア」形成は最終的には個人に委ねられてい
るのではあるが，韓国では「個人」の経験・
経歴と，それに伴う「個人」の能力，技量・
技能が問われてゆくのに対し，日本において
は，個人がいかに「全体」に遅れず所属すべ
き学年＝全体に所属してきたかという，「学
年＝学校中心」主義的傾向で採用され，入社
後も同一年度入社の同期が一斉に昇格してゆ
く「全体」主義的傾向が停年まで続いていく
のである。文化人類学者の中根千枝の言葉を
借りるなら18），「キャリア」「キャリア教育」
をめぐる日韓比較から言えるのは，個人の「資

格」を重視する韓国，実践の単位としてもそ
の場としても学校・学年・入社年度という
「場」を重視する日本といったところであろ
うか。
日本においては，学歴社会の弊害から，最

終学校歴で評価されるのではなく，いつでも
誰もが学びたい時に学べ，それが評価される
生涯学習社会の必要性が提唱されてきた。に
もかかわらず，現実の労働市場では，新卒の
際の一回きりの勝負が続いており，そこから
外れてしまった者には，厳しい社会が続いて
いるのである。今後，日本的経営の良さは残
しつつも，企業側の採用にあたっては，従来
のような学校歴ではなく，個人の能力やキャ
リアで評価していくことが望まれる。そして
それが，グローバル化の中で企業が生き残っ
てゆくための，強い競争力の源泉になるので
はないだろうか。
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本学科昼間部の学生19名を対象に実施し
た。図1，図2に講義の際の写真を掲載
した。「日本語」や「日本文学」に関す
る教育・研究を行う「日本語文学科」は
韓国の大学にも多く設けられているが，
それ以外における日本の諸側面，たとえ
ば政治や経済，歴史・地理，文化・社会，
民俗・宗教などといった事柄について幅
広く教育・研究を行ってゆく「日本学科」
はそう多くはない。啓明大学校日本学科
は，韓国国内におけるその草分けとさ
れ，2007年3月には創立30周年式典が盛
大に行われている。なお「日本学科」に
は「昼間部」と「夜間部」とが設置され
ており，「夜間部」にはすでに職を持っ
た学生も多く通学している。啓明大学校
には，「日本学科」の他に，「人文学大学」
（人文学部）内に「日本語文学科」が設
置されている。

4）ニートは「Not in Employment, Education

or Training」の頭文字をとった略語で「雇
用されておらず教育も職業訓練も受けて
いない若者」を意味する言葉。日本では
「15歳から34歳の非労働力人口のうち，
就業，就学，または職業訓練を受けてい
ない未婚者」を差し，厚生労働省の統計
では2002年以降4年連続64万人で推移し
ている。

5）「年功序列」とは年齢や勤続年数の多少
によって地位の上下をつけるシステムで
ある。例えば，社内での地位（ポジショ
ン）が，25歳（主任），30歳（係長），40
歳（課長），50歳（部長）と年齢ととも
に上昇していき，賃金も例えば，20歳で
入社し月給20万円をもらうとすれば，30
歳で30万円，40歳で40万円，50歳で50万
円と60歳で定年を迎えるまで毎年右肩上
がりに上昇していく。若いうちは比較的

低賃金で抑えられているが，将来の昇給
やポストが保障されているため，従業員
の不満は少ないと言われている。また，
将来への期待から従業員の定着率が高ま
る。

6）エズラＦ．ヴォーゲル『ジャパン・アズ・
ナンバーワン』1979年

7）最近トヨタのＱＣサークルは，元社員の
過労死訴訟をめぐり，サービス残業か業
務の一環かで問題となった。2007年12月
名古屋地裁は過労死を認めた判決を下し
「使用者の指揮命令下にある業務」と認
定している。

8）日本企業の強さの理由を分析する「日本
的経営」研究が’80年代から’90年代に
ブームとなった。ちなみに，日本の「改
善」は世界に広まり「Kaizen」はそのま
ま英語でも通用するそうである。

9）アルビン・トフラーの『パワーシフト』
（1990年）やピーター・ドラッガーが『ポ
スト資本主義社会』（1993年）で論じた
知識の時代が現実のものとなってきてい
る。
野中郁次郎・紺野登著『知識経営のすす
め―ナレッジマネジメントとその時代』
ちくま書房（ちくま新書）1999年等，’90
年代後半から「知識経営」に関していく
つかの文献が出されている。

10）2008年3月の時点では，新卒採用はバブ
ル期以上に売り手市場だといわれてお
り，企業は2007年問題と好調な業績を背
景にかつてない大量採用を計画してい
た。しかし，アメリカのサブプライムロー
ン問題に端を発し，2008年秋以降，100
年に1度とも言われる世界同時不況を迎
え，日本企業の雇用状況にも深刻な影響
が出てきた。来春新卒予定者の内定取り
消しの多発，自動車産業を中心に派遣労
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働者の大量解雇など，急速に労働市場は
悪化してきている。

11）根本孝「企業の採用基準と即戦力採用」
永野仁編著『大学生の就職と採用』第2
章，中央経済社，2004年，pp．49―65。

12）水野俊平『韓国の若者を知りたい』岩波
ジュニア新書，2003年，p．90。この点に
ついて，水野は「韓国の大学生の就職活
動は，日本の大学生のそれとはまったく
異なります。まず『企業訪問』をしませ
ん。卒業前に『内定＝採用通知』をもら
う，ということもありません」と述べて
いる。

13）水野俊平，前掲書，p．91。水野が韓国労
働研究院の調査をもとに明らかにしたと
ころによると，韓国の大学生が大学卒業
後，就職までの間に要する期間は男性が
7．7ヶ月，女性が5．7ヶ月であるという。

14）因みに言えば，履修登録の時期ともなる
学期初頭には，筆者のところにも「就職
しているので授業には出席できないが，
テストのかわりにレポートを提出するの
で履修登録を許可してほしい」といった
申し出をしてくる学生や，学期半ばで
あっても「就職が決まってしまったので
授業には出席できないが，レポートを提
出するので単位を出してほしい」といっ
た申し出をしてくる学生があり，当初は
かなり困惑したものである。所属長に意
見を伺ったところ，上記のような回答を
得た次第なのであるが，20名ほどのクラ
スであれば必ず2～3名はこうした申し
出がある。とりわけ夜間部の学生ともな
ると，当初より定職をもちつつ通学して
いる学生の比率はより高くなり，上記の
ような申し出も，昼間部に比してより多
い。しかしこうした事態は，「夜間部」
設置の趣旨に鑑みても当然の結果である

と言えるかもしれない。
15）ビジネス場面における会話のみならず，

日本語には日常会話においても「男性表
現」と「女性表現」とが存在している。
会話の教科書などでは，この点に鑑みて，
老若男女さまざまな組み合わせによる会
話のパターンを掲載するなど，工夫が凝
らされている場合も多いのであるが，筆
者の担当したこの授業のように，受講生
が女性のみなどといった場合には，教科
書をそのまま使用してゆくわけにも行か
ず，一手間，工夫が必要とされる場合も
多い。そこにどのような工夫を凝らして
ゆくかが，日本語担当教員としての腕の
見せ所でもあり，また醍醐味でもある。

16）たとえば，安井氏の経歴について紹介さ
せていただいた上で，筆者は他のクラス
で行った「日本の不思議」と題したアン
ケートに寄せられた意見から，「日本で
は一斉バーゲンがあるのが不思議だ」と
いったものがあったのを思い出し，安井
氏に対して質問を試みた。安井氏によれ
ば，「国際流行色協会」なるものがあり，
翌々年の「流行色」がここで決定される
のであるという。その傘下に「日本流好
色協会」なるものがあり，ここで決定さ
れた「流行色」を基とし，各メーカーは
服飾の生産に入る。そして，翌年には翌
年の「流行色」があり，前年の「流行色」
はすでに「流行色」ではなくなり，一年
経つと販売が困難となってしまうので，
どうしても前年のうちに，その年の生産
分を売り切ってしまわなければならない
のであるという。このために日本には一
斉バーゲンがあるというのであるが，こ
れに対して学生からは，「であるとすれ
ば，日本と韓国では生産・流通のしくみ
が異なっており，韓国にはそのような協
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会は存在せず，各メーカーはまず試作品
を作成して市場に流通させる。売れ行き
が好調であれば増産し，不調であれば生
産を取りやめる」との意見が寄せられた。
こうした意見のやりとりなどは，韓国と
日本との流通・生産の仕組を，現場での
経験の比較をもとに理解してゆくまたと
ない機会となっていたにちがいない。

17）水野俊平，前掲書，p．91。水野によれば，
「韓国では在学中に『インターン社員』

として経歴を積んだり，外国語を修得し
たり各種資格を取得したりして，卒業後
にも就職活動をつづけて入社する，と
いったパターンが一般的」で，「そのた
め，大学が進路指導したり就職情報を紹
介したりするといった努力は日本ほどな
されて」いないという。

18）中根千枝『タテ社会の人間関係―単一社
会の理論』講談社現代新書，1967年。


