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⽂部科学省留学⽣就職促進プログラム
東北イノベーション⼈材育成プログラム

（DATEntre）の取り組み
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⾨間 由記⼦

東北⼤学 ⾼度教養教育・学⽣⽀援機構 特任准教授
東北イノベーション⼈材育成プログラム コーディネーター
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ポイント

参加要件：SPOT90で65点以上のスコア（N3）以上を持つ学⽣
概 要：「ビジネス⽇本語」に⼒点を置いた、産官学連携による段階的キャリア⽀援プログラム
☆修⼠学⽣を主対象とし、ビジネス⽇本語→インターンシップ→就職活動、と2年で終了するプログ
ラム

東北イノベーション⼈材育成プログラム（DATEntre）概要

＜コンソーシアム参画メンバー＞

令和元年より、
宮城労働局、東北福祉⼤学が参画。

正規の授業科⽬を活⽤し、
学⽣の質保証に⼒点！
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東北⼤学で学ぶ留学⽣のカテゴリー

⽇本での就職を⽬指す留学⽣類型

⽂系学部・⽇常会話⽇本語 理系学部・⽇常会話⽇本語

⽂系修⼠・⽇常会話⽇本語 理系修⼠・⽇常会話⽇本語

⽂系学部・⽇常会話英語 理系学部・⽇常会話英語

⽂系修⼠・⽇常会話英語 理系修⼠・⽇常会話英語

⽂系博⼠・⽇常会話⽇本語 理系博⼠・⽇常会話⽇本語

⽂系博⼠・⽇常会話英語 理系博⼠・⽇常会話英語

低

専
⾨
性

⾼

⽂ 職種 理

新卒⼀括採⽤対象。
⽇本⼈学⽣同様の基
準で選考。⼤⼿中⼼。

ピンポイント求⼈
のため採⽤若⼲名。
⾔語＜専⾨性

グローバル企業やベン
チャー企業で若⼲名。

・専⾨性と年齢が⾼いほど受け⽫が限定的になる
・ピンポイント求⼈は定期的ではなく、数も少ない。
・グローバル企業で英語求⼈もあるが英語レベルが⾼い。
・⽂理の中間にある情報系職種は求⼈も多く、⾔語レベルも問わない。
・⽇常的に⽇本語を⽤い、年齢も⾼くない場合、⽇本⼈学⽣同様の基

準で選考を受ける⼤⼿志向の学⽣が多い。

・年齢（院卒でも27歳以下がベター）
・学位（専⾨性は再教育）
・業務経験（新卒採⽤なら不要）
・⾃社への熱意（他ではない⾃社へ）
・⽇本語を学ぶ意欲（主体的な姿勢）
・雰囲気を理解できる⼒（馴染む⼒）
・柔軟な専⾨知識（基礎学⼒の⾼さ）

⼤⼿企業の求める条件

ベンチャー企業・グローバル
企業の求める条件

・年齢（不問）
・学位（専⾨業務には博⼠⼈材）
・業務経験（年齢に応じて可）
・英語でも業務が遂⾏できれば可
・専⾨⼈材として⾼い専⾨能⼒を評価
・英語⼈材も社内にいるため
コミュニケーションは徐々に深める
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東北⼤学で学ぶ外国⼈留学⽣の⽇本企業での就職者数

2018年度卒・修了⽣のうち⽇本国内で就職した外国⼈留学⽣…138名
うち研究機関等就職者…37名
⺠間企業就職者…101名
【理系】⽇本IBM株式会社、⽇産⾃動⾞株式会社、ロート製薬株式会社等、専攻に近い分野に就職

⾃由応募ではなく推薦も多数。博⼠の場合はインターンシップも重視。
【⽂系】東⽇本旅客鉄道株式会社、みずほフィナンシャルグループ、三菱電機株式会社等

⼤⼿企業の多くが⾃由応募のため⽇本⼈学⽣同様の就職活動を実施。

うち宮城県内企業への就職者…8名（7.9％）
・画⼀的選考プロセスとは異なる中堅・中⼩企業へもインターンシップ経由で就職
・これまで⾒えていなかった求⼈の開拓
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DATEntreプログラムにおける学⽣・企業への具体的アプローチ

就職活動前 就職活動準備 入社準備・入社後

日本で働く自分を具体的にイメージできるようになる 〇〇社で働く自分を具体的にイメージできるようになる 〇〇社で働く自分を具体的にイメージできるようになる

＊どこで：大都市圏・仙台・その他 ＊業界研究：志望業界、志望理由を明確化 ＊意思確認：内定獲得後に就職活動の継続・終了を検討

＊誰と：同僚となる日本人、先輩留学生 ＊企業研究：志望業界のなかでも志望企業をさらに明確化 ＊修了までのタイムスケジュール確認：研究の進捗状況確認

＊どのように：専門職、総合職、具体的な仕事内容、研修内容を知る ＊自己分析：過去の自分を振り返りエピソードを具体化 ＊入社手続きサポート：ビザ申請のための書類準備、転居準備等

＊どれくらい：3年以上、5年以上、10年以上 ＊エントリーシート作成：日本語で志望動機、ガクチカ等を作成 ＊入社後のつながり醸成：OBOG会発足準備、定期的な連絡

＊面接対策：グループディスカッション、個別共に日本語で実施

①企業と留学生の交流会（月に1度以上開催） ①留学生のための日本での就職活動準備講座（日英・文理別に開催） ①社会人の先輩との交流会

②個別相談・カウンセリング（２ヶ月に1度以上、相談希望者は随時） ②自己分析個別対応 ②留学生のための労働法講座

③企業見学会 ③エントリーシート添削 ③企業と留学生との交流会

④先輩留学生との座談会 ④面接対策：日本人学生と合同、留学生特化のW支援

⑤通常授業との連動（ビジネス日本語・キャリア教育・国際共修　全15回） ⑤留学生のための業界研究会

⑥インターンシップへの参加（夏季・冬季共にマッチング機会を提供） ⑥留学生のためのジョブフェア

⑦修士論文・博士論文、学会発表等の研究状況の確認 ⑦大手企業以外の場合は個別相談の後に求人紹介

自社で働く外国人材の活躍を具体的にイメージできるようになる 自社で働く〇〇さんを具体的にイメージできるようになる 自社社員の〇〇さんのサポート

＊どこで：本社・支店・海外支店・その他 ＊インターンシップ：具体的な業務を想定して中長期の受け入れ ＊意思確認：内定承諾、採用条件の再確認（言語サポート）

＊誰と：同僚、部下 ＊社内ローテーション：外国人材の採用について全社的な理解を促す ＊入社手続きサポート：ビザ申請のための書類準備・手続きを一緒に進める、

＊どのように：ジョブローテーションやライフキャリアを具体的に ＊募集要件の熟考：外国人材を登用する目的を明確化 　　　　　　　　　呼び寄せの場合は航空券手配、異文化理解への相談等　　

＊どれくらい：永年勤務が本当に必要？ ＊入社に必要な要件を熟考：日本語、専門知識、経験・年齢等 ＊入社後のつながり醸成：学内イベント、セミナーでの登壇、定期訪問

＊入社準備：社内で準備や整理が必要な事柄を明確化

①企業と留学生の交流会：自社の働き方を紹介すると共に留学生を理解 ①インターンシップの受け入れ実施 ①入社手続き個別サポート

②インターンシップ等個別相談：企業体制に応じた受け入れプログラム作成 ②留学生のためのジョブフェアへの参加 ②外国人材定着のための勉強会開催

③授業との連動：自社概要や留学生の先輩の活躍について紹介 ③〇〇さんに合わせた雇用条件の検討 ③入社後の異文化理解への相談・通訳翻訳依頼

④各種セミナーへの参加：外国人材受け入れ初心者企業向けセミナー受講 ④採用に際して個別相談：キャリア支援センター、 ④いつでも相談できる窓口として定期訪問・定期連絡

企業

学生

学⽣・企業・⼤学の3社間におけるラポールの構築
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DATEntreプログラム参加学⽣の内定企業先
＊⽇本企業への就職者に占める上場企業

への就職率の⾼さ

＊東北⼤学修了の留学⽣に対する⾼い評価
から継続的に同⼀企業に⼊社

＊宮城県内企業や⾃分の専⾨性の活かせる
中堅・中⼩企業といったこれまでにない
企業への就職者数も増加

企業に対する視野と選択肢が広がってきた

＊2019年度修了⽣の中からも地元企業へ就職
☆東証⼀部上場企業 ＊公的機関

上場 2018年度卒業⽣⼊社企業

アンデックス株式会社

☆ AGC株式会社

☆ エムエムブリッジ株式会社

☆ 株式会社ぐるなび

☆ 株式会社七⼗七銀⾏

スギヨ株式会社

☆ 株式会社仙台銀⾏

☆ ソフトバンク株式会社

☆ ⼤成建設株式会社

☆ タタコンサルタント・サービス株式会社

＊ 国⽴⼤学法⼈東北⼤学

☆ 株式会社みずほ銀⾏

☆ 三井情報株式会社

☆ 三菱総研DCS株式会社

☆ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス

☆ 三菱電機株式会社

☆ 株式会社やまびこ

☆ ⽇本IBM株式会社

☆ ⽇本IBM株式会社

☆ 富⼠通フロンテック株式会社

☆ ヤマハ発動機株式会社

☆ 株式会社リクルートキャリア
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１、相⼿を尊重する…相⼿の話をしっかりと聞く
２、類似性を⾒つける…共感する・相違を認め合う
３、理解する…⾃分の⾔葉で話を要約する

⼤⼿企業の場合、決まったルールに適応できるかどうかが求めれる。
⼀⽅、中堅・中⼩を選ぶ学⽣は「歩み寄り」を期待している。

異なる⽂化背景を持つ場合は、⼀⽅的にどちらかの⽂化を押し付け
るのではなく、１〜３を通じてお互いに歩み寄れるポイントを⾒つ
けることが⼤切。

ラポール（深い信頼関係）構築のステップ
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学⽣と企業の出会いの場づくり

外国⼈留学⽣と企業との交流会
6⽉〜8⽉、10⽉〜2⽉、⽉1,2回程度開催

＜現状＞
外国⼈留学⽣…東北地域の企業情報を知らない

企業…留学⽣の採⽤は考えていない

＜⽬的＞
外国⼈留学⽣
①東北地域にも⾃分の専⾨性を活かせる企業が
あること知るきっかけを提供する

②⾃分の専⾨とは異なるけれど、⾯⽩そうな企業
があることを知るきっかけを提供する

企業
①ワーカーとしてではなく、⾼度⼈材としての
外国⼈留学⽣を知るきっかけを提供する

②外国⼈留学⽣に対する「⼼の壁」を下げること
きっかけを提供する
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インターンシップ実習
夏季休暇等の⻑期休暇中に実施
＜夏季インターンシップ＞
コンソーシアム参画⼤学の場合

8⽉2週⽬〜9⽉中旬（⼤学によって異なる）
学年不問（M1が中⼼）

＜冬季インターンシップ・業界研究会＞
2⽉2週⽬以降
就活時期の学⽣が対象

＊実習期間
3⽇間〜１ヶ⽉程度で要相談

＊実習概要
現場体験型…実際の業務が経験できる
課題解決型…期間内に与えられた課題に取り組む

＜⽬的＞
学⽣…⽇本の企業の働き⽅や企業⽂化等の理解
企業…留学⽣受け⼊れの際に留意すべき点を理解
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インターンシップ合同説明会＆ジョブフェア

留学⽣対象ジョブフェア
年１回（3⽉）開催

留学⽣採⽤に積極的な企業が参加する
ことで、留学⽣は安⼼してすべてのブース
を回ることができる。また、先輩留学⽣と
話すことで企業に対する理解も深まる。

留学⽣対象インターンシップ
合同説明会
年2回（6⽉or 7⽉、12⽉）開催

Web上だけでなく、対⾯式の合同説明会を
開催することで、インターンシップを希望
する留学⽣の⽇本語レベルを企業の⽅に実
際に確認してもらい、受け⼊れ可能性を⾼
くすることを⽬的としている。学⽣にとっ
ても直接話を聞くことで、これまで知らな
かった企業を知り、インターンシップに参
加することで強い関⼼を抱くようになる。



11

バスツアー＆課題解決型プログラム

県内企業バスツアー
11⽉4⽇（7:40集合、18時解散）
＜概要＞
トヨタ⾃動⾞東⽇本株式会社
グレープシティ株式会社
キリンビール株式会社仙台⼯場

事前学習を10⽉下旬に学内で実施後、3社を回る。
会社⾒学・⼯場⾒学ならびに課題提案を⾏った。

課題解決型プログラム
企業様よりご提案いただいた課題について多国籍
チームの学⽣（⽇本⼈学⽣＋留学⽣）で取り組み、
課題提案を⾏い、企業の⽅よりフィードバックを
いただいた。
次年度は地域課題の解決として、地域全体の課題
解決に取り組めるような企業横断型のプログラム
を予定中。
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プログラム実施2年半で⾒えてきた課題と対応策
就職活動前の課題 対応策

日本の就職活動文化への理解不足と不適応 入学時より就職活動に関する日英での情報提供

複数選択肢があるなかでの厳しい日本の就職活動 日本の就職活動に対する覚悟の醸成

研究能力＞英語能力＞日本語能力が就職に結びつく発想への固執 日本での就職における日本語の絶対的必要性の再認識

複数の事柄を同時進行する管理能力の不足 就職活動に取り組む前の研究・就職計画の策定

指導教官の進学への期待と就職活動への理解の低さ 学内での就職活動に関する情報提供・情報共有

安易な博士進学と進学後のキャリアプランの欠如 博士進学後のキャリアについて進学前に

企業情報の圧倒的不足 超大手以外の企業への視点の欠如

やりたい事柄よりブランド力の就職活動 5年後、10年後を見据えた長期的キャリアプランの検討

長期的なキャリアビジョンの欠如 インターンシップを通じ日本の企業を実際に体験する

高すぎる日本語レベルの要求 自社の求める具体的な日本語レベルを明らかにする

高すぎる異文化適応力のハードル 相手に求めるだけではなく自分たちも歩み寄る体制づくり

日本人学生以上に高く求める「優秀さ」 求める事柄を具体的に明らかにしていく

入社後のキャリアビジョンの不明確さ 外国人材のキャリアプランを明確化する

専門能力・異文化背景への不十分な理解 専門能力を発揮できる状況を構築する

日本人と同じ事柄を求める必要性 外国人材に期待する事柄の明確化

不十分な情報提供 日本人の当たり前を疑い「あうん」の呼吸を明文化

事業内容の明文化の必要性 自社の事業内容を明文化しわかりやすく伝える

総合職に求める業務内容の細分化 総合職が求める事柄やキャリアプランを明確化する

研究大学として一層の博士後期課程進学の促進 博士進学後のキャリアプランについても事前に相談

海外からの優秀な学生の受入れに配慮した英語環境 卒業後の進路を配慮した受入れ体制

理系を中心に研究に重きを置く指導教官も多数 研究室毎の進路情報の公開

研究室内での就職活動に関する情報交換の不足 日本における修士・博士の就職状況について情報提供

日本人学生との接点が少なく情報が不十分 授業やセミナーを通じて多数の交流機会を提供

入学時に出口（就職）までの配慮の欠如 入学時に出口準備の必要性について情報提供

学生

企業

大学
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留学⽣就職促進プログラム拠点⼤学としての役割

学⽣：これまで就職に⾄っていなかった中間層へのサポート
・ビジネス⽇本語の底上げ
・修⼠⼊学時からの研究計画との両⽴⽀援
・⾃⼰分析等就職活動準備に備えた個別の⼿厚いサポート
・地元企業、中堅中⼩企業も視野に⼊れた企業研究
・英語スピーカーへの⽇本語学習の奨励

企業：これまで採⽤を考えていなかった企業へのサポート
・事業の視点から留学⽣採⽤を促すセミナーの開催
・個社の事業内容に合わせた求⼈・インターンシッププログラムの作成⽀援
・受⼊れ準備への伴⾛、サポート
・学内での留学⽣との定期的な接点づくり
・異⽂化理解を促す様々なセミナー、イベントの開催



ご清聴ありがとうございました
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