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理科系ベトナム人国費留学生のキャリア形成
― グローバル人材に必要な資質 ―

菅長理恵・中井陽子

【キーワード】･ キャリア形成、国費留学生、グローバル人材、他者理解

1.	 はじめに
　近年の社会で要請されているグローバル人材の養成において、特に注目されて
いるのが留学政策である。日本人学生の送り出し、海外からの受け入れの双方向
を活性化させ、多様性と流動性に強く柔軟に対応していける人材を育むことが奨
励されている（文部科学省 HP「第 2 期教育振興基本計画」）。留学を経験した学生
たちは、どのようなキャリアを積み上げてグローバル人材に育つのだろうか。
　ここでいうキャリアとは「生涯を通して担う多様な役割の連なりと、自身にとっ
ての働くことの価値づけ」であり、そして、キャリア形成とは「社会との相互関
係を持ちつつ、自己実現を図っていく過程」である（田崎他 2011）。このキャリア
の定義は、職業とだけ関連付ける狭義のものではなく、生涯にわたるライフ・キャ
リアというより広い視野から捉えたものである（田崎他 2011）。これにしたがい、
本研究でも、キャリア形成を職業の連なりだけで捉えるのではなく、留学・学生
生活・就職活動等を含めて考えていく。
　「留学」をグローバル人材養成の鍵と考える際に、元留学生のキャリア形成に
おける成功例から学べることは多い。その留学と就職の成功例について具体的な
事例から成功の要因を分析することでグローバル人材とはどのような人材で、ど
のように育てられるのか、求められる資質は何かを探ることができる。
　筆者らが所属する留学生日本語教育センター（以下、本センター）は、40 年に
わたり国費留学生の教育に携わっている。2011年度に実施した教材作成プロジェ
クトのための修了生インタビューをきっかけに、2012 年度からセンター経費に
よる修了生インタビュープロジェクトを開始し、2014 年度には科研費（挑戦的萌
芽研究）を得て、継続的にインタビュー調査を重ねている。本研究では、本センター
修了生を対象としたインタビュー調査のうち、理科系ベトナム人元国費学部留学
生 2 名へのインタビューを分析し、そのキャリア形成の特徴と共通点・相違点を
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探り、グローバル人材に必要な資質を検討する。これらは、日本人学生に対して
も、有益なロールモデルとなるはずである。
　
2.	 研究の背景
　本研究の背景として、まず、本研究で重要な概念となるグローバル人材とは何
かを先行研究をもとに概観する。次に、本研究で調査対象とする国費学部留学生
プログラムの概要とその追跡調査の先行研究について述べる。そして、本研究の
調査対象とするベトナム人留学生の数と就職状況についてまとめる。

2.	1	 グローバル人材とは
　経済産業省 HP「グローバル人材育成委員会報告書」（2010）では、グローバル人
材を以下のように定義している。

　グローバル化が進展している世界の中で、主体的に物事を考え、多様なバックグラウ
ンドをもつ同僚、取引先、顧客等に自分の考えを分かりやすく伝え、文化的・歴史的なバッ
クグラウンドに由来する価値観や特性の差異を乗り越えて、相手の立場に立って互いを
理解し、更にはそうした差異からそれぞれの強みを引き出して活用し、相乗効果を生み
出して、新しい価値を生み出すことができる人材。

　この定義から、主体性、コミュニケーション能力、異文化適応能力、他者理解
能力、架け橋、創造力という 6 つのキーワードが抽出できる。また、上記報告書
では、グローバル人材の基盤となるのが「社会人基礎力」であるとされている。「社
会人基礎力」は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」から成り、具
体的には、実行力、課題発見力、計画力、発信力、柔軟性など 12 のキーワード
を含む（経済産業省 HP「社会人基礎力」）。この他に、「基礎学力」「専門知識」「人
間性（思いやりや公共心など）、基本的な生活習慣（マナー）」も不可欠であるとさ
れている。
　また、教育問題委員会企画部会（2010）･は、グローバル人材に求められる素質・
能力として、（1）どの国・地域でも共通して求められるマネージャー、リーダー
としての役割、（2）国・地域によってやり方を変えるべきコミュニケーション能
力や対人理解力、（3）国や地域によって異なる文化や労働・商慣行を理解する異
文化適応力の 3 つを挙げている。
　本研究では、以上のようなグローバル人材の資質について、表 1 のように、a. ～
k. の 11 のキーワードから捉え、「①職業人としての姿勢」と「②多文化環境への対
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応」の 2 種に分類し、検討していく。なお、インタビューデータから明示的に拾
い出すことが難しい人間性や基本的な生活習慣などは除くこととする。

表1　グローバル人材の資質

①職業人としての姿勢
a. 主体性、b. 創造力、c. 課題発見力、d. 計画・実行力、e. 専門性、
f. チームで働く力、g. リーダーシップ・マネジメント能力

②多文化環境への対応
h. 他者理解能力、i. コミュニケーション能力（語学力含む）、
j. 異文化適応能力、k. 架け橋

2.	2	 国費学部留学生プログラムの概要および先行研究
　国費外国人留学生制度は、諸外国との交流・親善の促進とともに諸外国の人材
養成に資することを目的として 1954 年度に創設されたものである（文部科学省
HP）。同制度には七種のカテゴリーがあるが、中でも学部留学生プログラムは、
東京外国語大学と大阪外国語大学（現大阪大学）での 1 年間の予備教育を経て日
本の大学を卒業する 5 年間の奨学金プログラムであり、人材養成として国の留学
生施策の軸となっている。設立当初は、主に高等教育機関のない発展途上国の人
材養成を引き受け、国の発展に寄与する人材として送り返す役割が大きかった。
途上国の高等教育機関の発達や受け入れ対象国の変遷、入管法の改正などの情勢
変化に伴い、現在では、高度人材として日本で就職する期待も高まっており、日
本で職を求める学生が増加しつつある。
　日本と母国との架け橋としての貢献が望まれる国費学部留学生は、グローバル
社会を担う重要な人材である。国費学部留学生プログラムを経た元留学生がどの
ようにキャリア形成を行っているかは注目に値する。
　これまでの国費学部留学生の修了後の追跡調査報告には、宮城（2007）があり、
国費学部留学生ネットワーク構築のための基礎調査を中心として、修了生の留学
中とその後の体験談などに関するインタビュー調査を行っている。さらに、文部
科学省 HP「国費外国人留学生制度の成果・効果に関する調査研究」では、7 種の
国費留学生を網羅的に調査し、国費留学生が私費留学生の呼び水となって日本留
学志向を高め、経済波及効果をもたらしていることを明らかにしている。
　
2.	3	 ベトナム人留学生の数と就職状況
　本センターで予備教育を受けた国費学部留学生は、1988 年以降、50 名から 70
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名の間で推移している。このうちベトナム人留学生の数をみると、1992 年まで
は 0 名、1993 年から毎年 2 名ずつであったが、1997 年から 5 名に増加、その後
も増え続け、ピークの 2003 年には全 59 名のうち 15 名をベトナム人留学生が占
めていた。また、法務省入国管理局の広報資料（法務省 HP）によれば、長年、日
本国内で就職する留学生の上位は中国・韓国・台湾が占めている。2009 年度か
ら 2012 年度までの推移をみると、上記 3 国は不動であるが、ベトナム人の在留
許可申請件数が著しい伸びを見せており、ネパールを抜いて 4 位に浮上、2013
年度には台湾を抜いて 3 位となっている。本研究の調査対象であるベトナム人 2
名は、それぞれ 2000 年、2001 年に来日し、大学・大学院を経て日本で職を得て
おり、上述のベトナム人の日本留学・就職熱の高まりと期を一にしている。
　以上をもとに、本研究では、国費学部留学生プログラムのベトナム人修了生 2
名に焦点を当て、今後求められるグローバル人材の資質について検討する。
　
3.	 調査概要
3.	1	 対象者背景・インタビュー実施
　理科系ベトナム人元国費留学生で現在日本企業で働いている A 氏と B 氏に対
し、2 回にわたってインタビュー調査を行った。第 1 回目のインタビュー調査は、
2011 年 10 月に A 氏と B 氏に対して各 1 時間半程度行った。インタビュー当時、
A 氏（30 歳男性）は、コンピューターサイエンスで博士号を取得した後、日系 IT
企業に入社して 1 年になるところであった。B 氏（31 歳男性）は、社会工学で修
士号を取得した後、日系建設会社に入社して 5 年になるところであった。
　次に、3 年後（2014 年 10 月）に、追跡調査として、第 2 回目のインタビュー調
査を行った。この時点で、A 氏は、日系 IT 企業に入社して 4 年目であった。一方、
B 氏は、日系建設会社に入社してから 7 年目に退職し、その後、母国ベトナムに
帰国して、日系電鉄会社ベトナム駐在員事務所に勤務して 1 年目であった。

3.	2	 インタビュー質問項目・分析方法
　第 1 回目インタビュー調査では、A 氏と B 氏に対し、以下の質問項目を設定し、
半構造化インタビューを行い、インタビュー録音データをすべて文字化した。
（1）･ 就職活動（日本企業での就職動機、大変だったこと、有利になった学生時代

の経験、学生時代にもっと経験しておくべきだったこと、採用された理由）
（2）･ 今の仕事（仕事内容、専門と仕事の関係、職場環境・コミュニケーション、
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文化的な難しさとそれを乗り越えた経験、生きがい）
（3）･ 将来のキャリアプラン（将来やってみたいこと、現在の仕事との関係）

　第 2 回目インタビュー調査では、上記の質問項目に加え、次の項目を設定した。
（4）･ これまでの経験が今の仕事にどのように役立っているか

4.	 学部進学国費留学生の就職とキャリア形成の事例
　A 氏と B 氏のキャリア形成の軌跡を概略図にまとめると、図 1 のようになる。

図1　A氏とB氏のキャリア形成の軌跡

　以下、A 氏と B 氏の各事例の概要をまとめ、グローバル人材の 11 のキーワー
ド a. ～ k.（表 1 参照）を当てはめながら、詳細に見ていく。

4.	1	 A氏事例
●第1回目のインタビュー調査

（1）就職活動
　大学院で研究していた Web アプリケーションの脆弱性を発見する新しい手法
の開発が実際に大きな企業の中でサービス運用上どのように活かせるか知りたい
と思い、研究所ではなく企業に就職しようと決意した（e.専門性）。また、せっか
く日本に留学したので日本で就職したいと思っていた（j.異文化適応能力）。就職
した会社は、自分が文化・習慣に慣れた日本の企業で、かつ、世界中にサービス
を提供していて将来性も期待できるので、1 社に絞って応募したら、即採用され
た。就職活動したのは、2 週間だけだった。
　学部 4 年生から修士・博士課程の間に、外の世界も見ておこうと、Web サイ
ト構築やシステムサーバー管理のアルバイトを 5、6 年間行っていた。日本から
の仕事をベトナムの IT 会社に受け渡すプログラミング調整や仲介の仕事も行っ
ていた。こうしたアルバイトは、自分で独自に探してくる、または、先輩から紹
介してもらって見つけていた。また、学生と企業社員の IT 勉強会を組織する「ベ
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トナム留学生の会」の会長なども経験した（a.主体性、e.専門性）。こうした研究
以外の外の世界も体験しておいたおかげで、専門的な技術面だけでなく、コミュ
ニケーションの仕方やマネジメントの仕方など、社会人になるために必要な知識
や経験が身に付けられた（g.リーダーシップ・マネジメント能力、i.コミュニケーショ
ン能力）。
　会社に採用された決め手は、専門と経験と即戦力である。外国人留学生は英語
が強いことが多く、それも有利となった（e.専門性、i.コミュニケーション能力）。
将来仕事をリードする立場になった際は、大学院で身に付けた問題発見と問題解
決の能力が役立つと思う。例えば、プロジェクトを作って問題を見極めて、提案
書を作成し、問題を解決していく方法である。特に、問題発見の能力は、現在の
システムを変更するとどのような利点やリスクがあるかを見極める際に発揮でき
る。こうした能力を学生時代から磨いておくと、即戦力があると見なされると思
う（a.主体性、b.創造力、c.課題発見力）。

（2）今の仕事
　博士論文の研究の他、Web サイト構築やシステムサーバー管理のアルバイト
経験を活かし、現在は Web システムのエラー調査をしてプログラミングする専
門性の高い仕事をし、企業利益に直結する責任の重い部分を任されている（e.専
門性）。
　職場は、様々な国籍の外国人社員が多く、国際化しているため、上意下達では
なく、日本人と外国人が自由に意見を言い合って互いに調整する柔軟な環境であ
る。例えば、業務命令のような形ではなく、常に依頼の形で仕事が来るため、責
任感を持ちつつ自分のペースで考え、断ることもできる。また、会議はすべて英
語で行われ、普段も英語で話すこともあり、敬語を使わずに済むため、上下関係
を意識せずに話せ、頭を柔らかくして冗談を交えて楽しい雰囲気で仕事ができる
（f.チームで働く力、j.異文化適応能力）。
　今の部署は、13 名中、自分以外はみな日本人のため、日常のやり取りは全て
日本語である。しかし、パソコンでの個人作業に集中することが多く、就職当初
は、同僚と雑談したくても声がかけづらく、寂しかった。だが、今ではタイミン
グを考えて冗談を挟めるようになった。これまで 10 年間日本に住んでおり、日
本の遠慮・謙遜の文化などが分かるため、相手の行動を理解し、自身の行動が調
整できるようになったからである。ベトナムでは比較的はっきり意見を言うので、
日本留学をせずに直接ベトナムから日本企業に就職していたら、日本人の考え方
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などを理解するのが難しかったと思う。今では、日本人の考え方を持ち、言葉だ
けでなく、気持ちが通じるので話しやすいと日本人同僚によく言われる。学生時
代に研究室での先輩後輩の関係や指導教官との関係で学んだことが役立っている
（h.他者理解能力、i.コミュニケーション能力、j.異文化適応能力）。
　生きがいや達成感を感じるのは、タスクをこなした時や、新しいタスクが割り
当てられて自身の能力が評価されたと感じる時である。

（3）将来のキャリアプラン
　5 年後には新しいプロジェクトを提案したり、管理職のトップに入ったりして、
仕事がリードできる立場になって活躍したい。そして、いつかは自分の会社を作
り、利用者が幸せになるサービスを提供するなど、社会に役立つものを自分が提
案して作れる立場になりたい。将来は、色々と変化するため、継続的な目的を常
に作り続けなければならないと考えている（d.計画・実行力）。

●第2回目の追跡インタビュー調査
（1）今の仕事
　入社 1 年目は、学生時代に行っていた IT 関係のアルバイトの経験を生かして、
自分の能力を見せようと残業も惜しまず努力していた（a.主体性）。それが認めら
れ、入社 9 カ月後にプロジェクトリーダーに抜擢され、会社の重要な箇所を任さ
れるようになった。その後の 2 年間で、システムの問題点を解決するプロジェク
トを成功させ、昨年、会社から最優秀賞を授与された（c.課題発見力、d.計画・実
行力、e.専門性）。このプロジェクトは社内チームだけでなく外部のコンサルタン
トにも加わってもらい、皆の知恵を結んで実現できた（f.チームで働く力、g.リー
ダーシップ・マネジメント能力）。4 年目の現在は、チームマネージャーとして 4 人
の部下を従えて仕事の管理・統括を行っている（g.リーダーシップ・マネジメント
能力）。

（2）将来のキャリアプラン
　仕事を通じて自身の弱点が分かってきたので、昇進しながらマネジメントのス
キルを向上していきたい。40 歳ぐらいまでに、日本やベトナムに関わらず、ア
ジア全体を統括して国際展開するような会社を興したいと考えている。そのため
には、組織作りの能力を付けるなど、今できることは、努力してやっておきたい。
特に、常に 1.01 のアウトプットを行う、つまりほんの少しでもいいから課され
た以上の成果を積み重ねていくことで差をつけたいと考えている（a.主体性、d.計
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画・実行力、k.架け橋）。
（3）これまでの経験が今の仕事にどのように役立っているか
　学生時代に培った問題解決能力の他、根拠を示しながら物事を論理的に説明し
て、相手を説得していく能力が役立っている（c.課題発見力、i.コミュニケーショ
ン能力）。さらに、現在は管理職のため、チーム内だけでなく、チーム間や他部
署とのコミュニケーションを行って調整しつつ、人を動かす能力が求められる。
特に、様々な性格の人と働くため、その人の性格を見極めて対策を立てて交渉す
ることが重要である（g.リーダーシップ・マネジメント能力、h.他者理解能力、i.コミュ
ニケーション能力、j.異文化適応能力）。部下には、資料の準備を入念に行い、会議
を効率化するなど、常に物事を合理的に考えて行動すること、また、形にして人
に見てもらうといったアウトプットを意識して仕事をすることを強調している。
そのためには、まず自分自身が部下に見本となるような仕事ができるように心
掛けている（g.リーダーシップ・マネジメント能力）。学生時代からいずれ必ず役立
つと信じてアルバイトなど様々な経験をしてきたことが活かせている（a.主体性、
e.専門性）。

4.	2	 B氏事例
●第1回目のインタビュー調査

（1）就職活動
　留学後すぐに帰国してしまうと、大学から修士までの勉強が十分に発揮し切れ
ないと思った。また、社会人としても日本で経験を積みたかったため、日本で就
職活動を行うことにした（e.専門性）。また、日本が大好きでベトナムにすぐには
帰りたくなかったというのも日本での就職の理由である（j.異文化適応能力）。
　今の会社には、既に外国人社員が数名おり、外国人を採用する態勢があった。
ベトナムでの仕事が増加する見込みもあり、採用された。会社では、主に日本語
でコミュニケーションをとりながら書類を作成するため、日本の大学に留学し、
論文を何本か書いた経験がないと業務はこなせない（i.コミュニケーション能力）。

（2）今の仕事
　修士課程の専門である社会工学の都市計画の研究を活かして、設計会社で都市
計画などのプロジェクト開発部門に勤めている。創造性の高い仕事のため、様々
なアイデアの提案を求められ、働きやすい環境にはあるが、同時に様々な仕事を
こなすため残業が多い。特に、学生時代に論文執筆や発表の際、自身のアイデア
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を日本語の資料でいかに明確に見せるかという点を学んだことが今の仕事に役
立っている。例えば、大学・大学院で研究する過程において、一目で理解できる
ようなグラフなどの資料の作り方、ストーリー性のある流れの論文のまとめ方な
どについて学んだことである（b.創造力、e.専門性、i.コミュニケーション能力）。
　業務の内容は、行政や土地開発業者と交渉して妥協点を見つけつつ魅力的な物
を作ろうとするものなので、説得力などのコミュニケーション能力が必要である。
一方、職場は、周りに無関心であまり干渉し合わない雰囲気があり、今話しかけ
てはいけないなど、空気を読んで仕事をしている。しかし、タイミングを見て同
僚に冗談を言ったりしている。また、喫煙室や若手の飲み会では雑談をしつつコ
ミュニケーションを図っている。若手の勉強会にも自主的に参加し、新しいアイ
デアを創っている。学生時代にアルバイトや研究室など日本社会での人間関係の
深め方や自分の見せ方を学んだからこそできることである。学生時代は、なるべ
く多くの日本人の友人を作って、とにかく話す機会を多く作るように心掛けてい
た（a.主体性、b.創造力、h.他者理解能力、i.コミュニケーション能力、j.異文化適応
能力）。
　仕事では、自身が作成した資料を日本人上司がチェックする際、結構細かい部
分にこだわった指摘をされ、時々ついていくのが困難である。だが、そういった
点はいつの間にか自分の中にも結構入ってきてしまっている（j.異文化適応能力）。
　生きがいを感じる瞬間は、グループで新しい提案内容を資料やパネルにまとめ
て提示するコンペで勝った時である（b.創造力、d.計画・実行力、e.専門性、f.チー
ムで働く力）。設計した建物の着工時などにも、仕事の達成感が感じられる。

（3）将来のキャリアプラン
　会社は、入社 5 年ほどでベトナムに帰国したいという希望を汲んで採用してく
れ、なるべく様々な経験を積んで、日本での仕事を吸収していけるように海外勤
務ではなく、日本勤務をさせてくれている。帰国後は、現在の会社の知識と経験
を活かして、ベトナムの都市計画に関する行政または土地開発業者の仕事か、大
学で都市計画分野の教鞭をとることを考えている。国に自分が作ったものを形と
して残すことが希望である。5 年のうちにベトナムに帰国したいのは、まだ若い
うちならキャリアの路線も変えやすいと思ったためである。また、今の日本の会
社が 5 年で辞めると決めている自分を雇ってくれたのは、20 年後の自分にかけ
てくれているのだと思う。将来、日本とベトナムを結ぶ役割ができればと思う
（d.計画・実行力、k.架け橋）。
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●第2回目の追跡インタビュー調査
（1）就職活動
　5 ～ 10 年の間にベトナムに帰国したいと考えていた上に、親のことも心配に
なり、7 年目の頃に帰国を本格的に考え始めた。その頃ちょうど、働いていた建
設会社に、日系電鉄会社ベトナム駐在員事務所を退社して転職してきた日本人が
おり、その会社を紹介してもらい、ベトナム現地採用が決まった（d.計画・実行力）。

（2）今の仕事
　現在は、日系電鉄会社ベトナム駐在員事務所において、都市開発の新規事業
の案件の仕事に従事している。主に、投資パートナーと行政と業者の間に立ち、
日本語とベトナム語を駆使して交渉を行っている。職場は、日本人 4 人とベト
ナム人 4 人のチームから成り、基本的に日本式の仕事を日本語で行っているが、
ベトナム側との交渉は、B氏が担当している（f.チームで働く力、i.コミュニケーショ
ン能力、j.異文化適応能力）。日本人の上司から指示されるだけでなく、ベトナム
の文化も踏まえてベトナム人の視点から提案などができる（a.主体性、k.架け橋）。
その点で、今のベトナムの会社は、ベトナムでの案件が中心のため、前に日本
で勤めていた会社よりも、ベトナム人の自分が必要とされていると感じる（k.架
け橋）。

（3）将来のキャリアプラン
　これまで 13 年間日本に滞在しており、現在も日本語を使って仕事をしている
ので、将来も日本語を用いて日本に関係のある仕事を続けていきたいと考えてい
る（d.計画・実行力、k.架け橋）。

（4）これまでの経験が今の仕事にどのように役立っているか
　前の会社では上司の細かいチェックが厳しかったので、上司からのプレッ
シャーには慣れている。今ではその厳しい上司のように、自分の作成した資料を
自分でチェックできるようになったため、資料の修正などを指摘されないで済ん
でいる（c.課題発見力、j.異文化適応能力）。
　また、日本滞在中に様々な仕事場面で日本語の言い回しを覚えたため、現在の
会社でも活用している。例えば、相手を立てながら否定したり、日本人的に腰を
低くして丁寧に依頼したりするようにしている。特に、謙虚な姿勢で粘り強く依
頼するやり方は、ベトナム人社会でも歓迎され、交渉を成功させることができて
いる。また、日本人とベトナム人の間に立ち、両言語の言い回しを考えて、通訳
し分け、交渉を行っている。こうした日本語独特の言い回しは、学生時代の飲食
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店アルバイトでの日本人同士のやり取りや、大学のゼミでのやり取りなどを観察
してマネしてみて、自分のものにしていったものである（a.主体性、h.他者理解能
力、i.コミュニケーション能力、j.異文化適応能力、k.架け橋）。
　母国の大学で 1 年半アカデミックな勉強をしてから来日したのが良かったと思
う。ベトナムの文化も日本の文化も同じようなレベルで理解できるからである。
ベトナム人留学生は仲間内で固まりがちだが、意識して日本人と交流し、学ぶよ
うにしたのも今役立っている（a.主体性）。

5.	 グローバル人材の資質の観点から見たA氏とB氏の事例の分析・考察
　以上の A 氏と B 氏のキャリア形成の事例について、グローバル人材の定義か
ら抽出した 11 のキーワード（表 1 参照）から分類すると、表 2 と表 3 のようにま
とめることができる。なお、項目間で重複するものもある。これをもとに、以下、
A 氏と B 氏のキャリア形成の特徴と共通点・相違点を整理し、グローバル人材
の資質とは何かについて考察していく。

表2　グローバル人材「①職業人としての姿勢」から見たA氏とB氏の資質
A 氏事例 B 氏事例

a. 主体性 ・･学生時代から専門性の高いアルバイトや
勉強会などで、積極的に経験を積もうと
していた

・･課された以上のことをやる 1.01 の積み上
げを心掛けている（自ら問題発見・解決
を行う）

・･学生時代、意識して日本人と
関わり、観察した

・･職場での勉強会に参加した
・･ベトナム人の視点から積極的

に提案する
・･あきらめず粘り強く交渉する

b. 創造力 ・･プロジェクトを提案して新たなものを
作っていく

・･様々な提案を求められる創造
性の高い仕事をしている

・･勉強会で新しいアイデアを創る
・･グループで新提案をする

c.･課題発見力 ・･自ら課題を発見して提案する
・･会社のシステムの弱点をいち早く探り当

て、問題解決を図る

・･書類作成などの際、自己点検
ができる

d.･計画・実
行力

・･プロジェクトを成功に導く
・･キャリアプランを具体的に考え、その実

現への努力を怠らない

・･コンペで勝ち抜く
・･キャリアプランを具体的に考

え、日本での経験をベトナム
帰国後も活かそうとし、転職
する
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e.･専門性 ・･学生時代から専門性の高いアルバイトや
勉強会などで、積極的に経験を積もうと
していた

・･大学院の専門を仕事に活かそうとする
・･専門性、経験、即戦力が就職の決め手と

なった
・･システムの弱点を克服する専門性の高い

仕事を任され、実績を上げる

・･大学～大学院の専門を仕事に
活かそうとする

・･アカデミックな能力が仕事の
基盤になっている

・･専門知識が活かせる

f.･ チームで
･ 働く力

・･日本人と外国人の同僚とともに、自由に
意見を言い合って互いに調整する

・･専門家同士の知恵を結んで成果を挙げる

・･チームで力を合わせてコンペ
で勝つ

・･日本人とベトナム人のチーム
で働く

g.･リーダー
シ ッ プ・
マネジメ
ント能力

・･学生時代からアルバイトや勉強会など
で、マネジメントの仕方を学ぶ

・･リーダーとして認められ昇進
・･チーム内外の調整をしつつ、人を動かし、

チームマネージャーとして管理
・･統括を行う・部下の手本となるよう心掛

ける

・･日本とベトナムの間を調整

　まず、A 氏 B 氏の「①職業人としての姿勢」での共通点は、日本で得た専門的
な知識・技術を活かし更に磨くために、日本に留まって就職し、職場の中で学び
続けてキャリア形成をしている点である。また、短期・長期的なキャリアプラン
を明確に立てて、それに向けて、専門性の高いアルバイトをしたり、勉強会に参
加したり、問題発見と問題解決を行ったりと、着々と自分ができることを積み上
げていっている点も共通する。学生時代に身につけたアカデミックな能力も、現
在の仕事で十分に活かし、専門性を発揮している。さらに、職場のメンバーと力
を合わせられるように調整する努力を行っていることも共通点として挙げられ
る。
　一方、A 氏 B 氏の「①職業人としての姿勢」での相違点としては、まず、仕事
の内容の差として、A 氏は、多様な文化背景を持つ同僚のマネジメント役を果た
しているのに対し、B 氏は、ベトナムと日本の二つの文化間の調整を行い、プロ
ジェクトを円滑に進める役割を果たしていることが挙げられる。また、A 氏が
マネジメント能力を磨き、業務全体を統括するようなゼネラリストになることを
目標としてキャリア形成を行っているのに対し、B 氏は日本とベトナムに自分が
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作ったものを形として残したいという思いで都市計画に携わり続けている。これ
は、両者の専門性の違いでもあり、全人生的なキャリア意識の差でもある。

表3　グローバル人材「②多文化環境への対応」から見たA氏とB氏の資質
A 氏事例 B 氏事例

h.･他者理解
能力

・･日本人の考え方が理解できる
・･相手に合わせたコミュニケー

ションを心掛けている

・･日本社会での人間関係の深め方が分かる
・･相手に合わせたコミュニケーションを心

掛けている
i.･ コミュニ

ケーショ
ン能力

・･日本語でのコミュニケーショ
ン能力

・･英語力
・･日本人の特性を理解して行動

を調整できる
・･論理的に説得できるよう段階

を踏む

・･日本語でのコミュニケーション能力
・･学生時代に論文執筆した経験を活かして

書類作成を行う
・･アルバイトや大学院で人間関係構築の方

法をよく観察して学んだ
・･日本語とベトナム語の交渉方法を使い分

ける
j.･ 異文化適

応能力
・･留学経験を活かして日本で就

職する
・･多国籍環境で仕事をする
・･日本人の特性を理解して行動

を調整できる

・･留学経験を活かして日本で就職する
・･ベトナムと日本の双方の文化を理解し調整

する
・･細部への目配りなど、日本式の仕事の仕

方を習得する
・･日本語とベトナム語の交渉方法を使い分

ける
k.･架け橋 ・･アジア全体を視野に入れた

キャリアプランを持つ
・･日本での経験をベトナム帰国後も活かす
・･ベトナム人の視点から積極的に提案する
・･ベトナムと日本の双方の文化を理解し調整

する
・･ベトナム現地人として頼りにされる

　「②多文化環境への対応」での両氏の共通点は、日本の会社で働く上で、日本
語での高いコミュニケーション能力はもちろんのこと、日本人の特性を理解し、
自らの行動を調整することをコミュニケーションの要としている点である。この
ような理解・調整能力は、国費学部留学生が最低 5 年間の奨学金プログラムであ
り、大学院進学を含めると 7 年から 10 年の日本滞在を通して人間形成が行われ
ていることから可能になったものであると言える。また、同僚や取引相手に対し、
個人個人の特性に合わせた対応をすることにより円滑なコミュニケーションをと
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ろうと心掛けている点も共通している。特筆すべきは、両者ともに、異文化適応
能力のあり方が、他者理解に根差すものであり、どうすれば仕事が円滑に動くか
という目的意識に基づいて自らの行動を律していることである。
　一方、相違点としては、現在 B 氏が日本とベトナムの架け橋として双方の文
化を理解し調整する役割を果たしているのに対し、A 氏はアジア全体を視野に入
れたビジネスを念頭においている点が挙げられる。しかし、両氏とも、国と国の
架け橋として貢献したいという意志を持っている点では共通している。

6.	 まとめ・結論
　以上、理科系ベトナム人元国費学部留学生 A 氏と B 氏に対するインタビュー
調査に基づき、グローバル人材に必要な資質について、「①職業人としての姿勢」
と「②多文化環境への対応」の面から分析・考察した。
　「①職業人としての姿勢」には、「将来の自己の像を描き、そこに至るのに必要
なことが何であるかを自ら考え、着実に実行に移す」という行動に基づくキャリ
ア形成の階梯を見出すことができた。また、職場でのチームワークを図る方策を
工夫している点も窺えた。一方、「②多文化環境への対応」としては、日本人のも
のの考え方や人間関係の作り方を観察し、理解して自らの行動を調整することか
ら始まり、次に、相手の個性に合わせて対応の仕方を工夫するという姿勢が見ら
れた。
　こうした点から、グローバル人材とは、まず「主体的」に「他者理解」に努める
ことから始まり、円滑な「コミュニケーション」のための工夫を怠らず、文化間
の差異を越えて「架け橋」となり、新しい価値の「創造」へつなげていくという行
動原理を持つ者となるだろう。即ち、グローバル人材の基盤は、他者理解に基づ
く「人間関係構築力」とでもいうべき能力であり、その上に立ってはじめて、「課
題発見力」、「計画・実行力」、「専門性」が発揮されるのである。この「他者理解」に
根差した人間関係構築力は、「①職業人としての姿勢」における「チーム力」「リー
ダーシップ・マネジメント力」の根底にも、「②多文化環境への対応」における「異
文化適応」においても必要とされる。業務がグローバル化し、理解すべき他者が
多様になった際にどれだけ対応できるかが、グローバル人材への鍵であると考え
られる。
　グローバル社会への貢献、及び、自己実現としてキャリア形成を考えていく際
のロールモデルとして、今回は理科系ベトナム人元国費学部留学生 A 氏と B 氏
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へのインタビュー調査を取り上げた。今後の課題は、よりインタビューデータを
増やし、理科系・文科系双方のキャリア形成の実態をより多角的に把握し、グロー
バル人材の養成という側面について検討することである。

付記
　本研究は、平成 26 年度～ 28 年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究「文部科
学省国費学部留学生のキャリア形成―グローバル人材のロールモデル」（課題番
号：26580092、研究代表：菅長理恵）の研究成果の一部である。本研究にご協力
くださった元留学生の皆様、貴重なコメントを下さった皆様に感謝致します。
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The carrier formation of Japanese Government scholarship students
from Vietnam majoring in science:

Nature necessary for a global talent

SUGANAGA Rie, NAKAI Yoko

Based on qualitative research interviews with two Japanese Government scholarship 

students from Vietnam majoring in science, our analysis aimed to discover the inherent 

nature necessary to be able to function successfully in multi-cultural environments, a 

“global talent”. There are two aspects to this: (1) the attitude as a professional, (2) the 

way of handling multi-cultural situations.

In regards to the attitude as a professional, we found the path to creating a career 

is	based	on	the	following	actions:	the	first	is	to	create	an	image	of	one’s	future	self,	the	

second is to determine what is necessary to achieve that image, and the third is to practice 

these steps steadily to get there. In addition, an ability to devise or plan team policy was 

highly present. 

As	for	handling	multi-cultural	situations:	the	first	step	is	to	observe	closely,	in	order	

to	understand	others’	 thinking,	 the	second	is	 to	find	out	how	best	 to	interact	on	human	

relations, and the third is to be able to adjust one’s own behavior. The final step is to 

develop a compatibility with the personality of the partner.

Our conclusion: The “global talent” is a person who will try to understand others 

independently as the first step, keep making an effort for smooth communication, is 

comfortable with different cultures, and can adopt new values. The basis of the globally 

talented person is an ability that could be termed “solid interpersonal skills” that is based 

on their perception and understanding of others. Problem-discovery skills, planning skills, 

executive abilities, specialty are revealed only after that ability. The solid interpersonal 

skills that comes from understanding others is fundamental to all other natures.

It is thought that it is the key to a global talent he or she can cope with diversity 

when others whom you should understand became various.
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