
ベトナムにおける 

日本語教育とキャリア形成の

現状と課題 



1. ベトナムにおける日本語教育 

2. ベトナムにおける日本語ブーム  

3. ベトナム人材の特徴 

4. 大学と企業を近づける授業の事例 

5. 教育機関と企業との取組み 

6. キャリア形成への取り組み 

 



１９５７ 
•ベトナムの北部で日本語教育が開始 

１９６１ 
•ベトナムの南部で日本語教育が開始 

１９７１ 
•ハノイ貿易大学で正式的に日本語教育開始 

１９７３ 
•日越外交関係樹立 
 



1992 

•ハノイ国家大学・外国語大学（北）日本語教育開始 

•ホーチミン市国家大学・人文社会科学大学(南）日本語教育開

始  

1996 
•ハノイで「日本語能力試験」開始 

２０００ 
•ホーチミンで「日本語能力試験」開始 



2005 

•ハノイ国家大学外国語大学附属外国語英才高等学校で日本語教育開

始 

•ハノイ国家大学外国語大学で学部レベルの日本語教師養成課程開始 

2007 

•高等学校で日本語教育開始 

•日本語がベトナム国民教育の正式な外国語科目（５つの外国語科目の一つ）に

なった。 

•初めて高校卒業試験及び大学の入学試験に日本語を取り入れる。 

２００3 

•中等教育機関（中学校）のモデル校で「第一外国語」として日本

語教育（試行段階）開始 



2013 

•中等教育日本語教育試行段階が完全に終了。日本語教育が中等教

育において完全に普及段階になった。 

•ハノイ国家大学外国語大学で高品質日本語教育課程開始 

20１６ 

 

•「2020年国家外国語プロジェクト」の第一外国語科目として  ハ

ノイ4校、ホーチミン1校の計5つの小学校で日本語教育開始 

２００９ 

•ハノイ国家大学外国語大学でベトナムの日本語学大学院修

正課程開始（ベトナムで初の日本語学専攻大学院教育課程） 
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学習人口は世界第8位  

     （国際交流基金－海外日本語教育機関調査結果より） 
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２.ベトナムにおける日本語ブーム 
 ２.1 現状 

東京教育公論「JLPT主な国・地域別受験者数（1984－2016）」より 



 1973年に国交樹立して以来関係緊密化が順調に進む 

 2017年2月天皇皇后両陛下のご訪越を通して、従来か

らの親密な友好親善関係が一層深まった 

 日越投資協定（2003年11月締結、2004年12月発効） 

 日越経済連携協定（2008年12月著名、2009年10月

発効） 

 日系企業進出状況：1637社（2017年3月） 

 



平成28年度外国人留学生在籍状況調査結果より 

５３８０７ 

ベトナム人留学生数の推移 

２.ベトナムにおける日本語ブーム 
 ２.2 背景 
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要因 現状 
理論重視の教育 
 
 

一般の社会・文化等の知識が不足 

実用的な知識が不足 

実習が不足 

専門知識理解が不足 

変化・リスクに対応する能力が弱い 

チームビルディングスキルが弱い 

ソフトスキル教育不足 

詰め込み教育 
 

試験対策重視 
 

学校での暗記させる傾向 

想像力が乏しい 

文章能力が弱い 

自習自学の習慣がない 

受動的で自分の方から研究遂行する能力が弱い 

物事について追及する姿勢がない 



親日感情が高い 

忍耐強く、手先がとても器用 

宗教上の問題がない 

純朴でとても家族思い 

日本人ととてもよく似た気質 
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文化の要因 職場でのギャップ 

「ありがとう」「すみません」をしょっちゅう
言うのは他人行儀  ⇒ 

相手が納得するまで説明しようとする傾
向がある 

あいさつが無い、ありがとうを言わない 

謝らない、いいわけが先に立つだと思わ
れる 
 

ホウレンソウの習慣がない 報告が無い：進捗が分らない最後になっ
て「できません」 
失敗の報告が無い 
計画性がない、段取りが悪い 
メモを取らない、アジェンダを持たない 

家族優先 上司に託された仕事でも、個人の都合で
直接断ることも多い 

人間関係を第一に考える。なるだけ近く
心地よい関係、助け合いかばい合うよう
な関係を築こうとする 

同僚のミスを上司に報告せずに、まず先
に助け合ってかばい合おうとする 



• ベトナムの高等教育機関ではどんな教育をしているのか 

• 大学の日本語学部と日本語センターはどう違うのか 

• 日本語は出来ても、仕事をするということが分かってない 

• 1年も経たずに辞めてしまう。日本人のように教育投資で

きない 

• 採用は従業員のツテで紹介してもらい、良かったら採る 

• どうやって積極的に人材を探していいか判らない 



 会社でどんな仕事があるのか 
  
 通訳、翻訳の他にどんな仕事ができるのか 
 

 ハノイにどんな会社があるのか 
 

 就職先は卒業してから探す 
 

 親戚や友人の会社を紹介してもらう。 



 実際にベトナムの企業で働いているビジネスマン方に

来て頂きスピーチをして学生たちとコミュニケーション

して頂いた 

 

 学生たちに接客のマナーを教え、お客様の出迎え、

案内、司会、あいさつ、飲み物サービス、見送り、お礼

メールまでを役割分担して学生たちに任せた 



大鵬薬品㈱小林社長の講演 

ビジター： 

キヤノンベトナム相馬社長 

みずほ銀行（Vietcom bank

出向）溝口参事 

三井物産木内ハノイ支店長 

SETA（現CoWell）廣瀬社長 

アサヒデンソー田淵社長 

世界銀行三浦電力開発担当 

大鵬薬品本社小林社長・・・ 

30社以上 



一連のビジネスの流れを実践してみる 
 初めての方にメールを送り 
 電話をし、アポイントを取って訪問する 
 きちんと挨拶をして訪問目的を伝える 
 相手の話を聞き、お礼を述べて退出し 
 帰ってから再度お礼メールを出す 
 
ビジネスのアクティビティそのものであり、これを2，
3社繰り返すことで学生たちは大いに自信をつけ
る、あるいは失敗して学ぶことができる。 

 



 

 ビジターセッション及びフィールドワークから得たこと
をグループでプレゼンする 

  

 

 プレゼンテーションの技術を身につける 

 チームビルディング：チームワークマインドを養成 

 職場での日越間コミュニケーション・文化・考え方等の
ギャップを自分で発見 

 

 





 日本語既習者（大学4年生、社会
人）のためのビジネスコミュニ
ケーション講座－ハノイ国家大学
外国語大学・ベトナム三井物産
共同プログラム （略称：ＵＬＩＳ・
ＭＩＴＳＵＩコミュニケーション講座） 

 

 ビジネス日本語セミナ（ハノイ貿
易大学） 

 

 企業の説明会開催に協力 
 

 学内でジョブフェアーを開催する 
 

 

 



 JICAによるハノイ工業大学への技術支援 
•  第一期プロジェクト「日本型職業訓練コースの立ち上げ」
（2000年-2005年） 

• 第二期プロジェクト「産業界のニーズに基づいた人材育成
へ」（2010年-2013年） 

 

 ハナム省におけるものづくり人材育成事業(2017年3
月-2020年3月) 
• JICA、神戸国際協力交流センター、神戸市立工業高等専
門学校、ハナム職業訓練短期大学 

• ハナム職業訓練短期大学における５S安全カリキュラム作
成、ものづくり人材育成のために教員研修の実施 



 
 在学中の学生に進路指導を行う 

• キャリアカウンセリングの実施 
• 卒業生による特別講義 

 教員及び学生の現場知識をアップデート 
• 教員・学生による企業見学 
• 教員研修及び研究会を実施 

 ネットワークを活用する 
企業とのネットワーク 

• 教育機関と企業を近づける授業をより効果的且つ持続的に行う 
• 企業説明会・ジョブフェアー効果アップへの考慮 
• インターンシッププログラム改善 

グローバルネットワークからグローバル人材へ 
• 日本をはじめ外国の大学との交流を促進 

• 海外での短期研修や交流に学生を派遣 
教育機関・政府機関・企業の連携 
◦ 行政手続きの簡素化 
◦ 政府機関の財政的な支援 

◦ 政府機関が間に立ち、企業と教育機関及び教育機関と教育機関を結びつく（国内外
教育機関連携の場合） 



 

ご清聴、ありがとうございました 


