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ベトナム日本人材開発インスティチュート（VJCC）について
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【センター概要】
所在地： ハノイ /ホーチミン
センター開所： ハノイ： 2002 年3月、

ホーチミン： 2002 年5月
先方実施機関 ： 外国貿易大学

（FTU：Foreign Trade University）

ハノイ・ホーチミンの両センター共に、管理職・実務担
当者を対象にした短期間の実践的なビジネスコース
や、今後のベトナムの産業界を牽引していく人材を育
成するための経営塾を開講。

また、活発な日本企業のベトナム進出を背景に、日本
語教育、両国の社会や文化についての相互理解の向
上、日本の経済団体、教育機関、地方自治体等との
ネットワークの拡大に資する事業を実施。

【JICAの現行支援】
ベトナム日本人材開発インスティチュート
（VJCC）ビジネス人材育成・拠点機能強化プロ
ジェクト（2016年9月～2022年12月） 第4フェー
ズ目

＜事業目的＞

ハノイ、ホーチミン、及びその周辺に位置する工
業地域において、研修実施を通じたビジネス人
材の育成や、日越間の経済拠点としてのVJCC
の確立、実施体制および活動内容の見直しを通
じたVJCCの中長期運営管理計画の強化を行う
ことにより、日本式経営の知見を持ったビジネス
人材の育成を図り、もってVJCCで育成されたビ
ジネス人材による日越間の経済関係の強化に
寄与するもの。



【ご参考】 日本センターについて
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「日本人材開発センター（通称：日本センター）」は、
市場経済化へ移行する国における「顔の見える援
助」として、またビジネス人材育成と日本との人脈
形成の拠点として構想され、2000年より順次開設
された。現在では、東・中央アジア、東南アジア地
域の9ヵ国に10センター（ベトナムのみ1か国2セン
ター）が設置され、ビジネス人材育成と現地経営
人材、日本企業間のネットワーク構築を支援して
いる。
現在、センターは以下の国に設置されている。

各国の日本センターでは、1.ビジネスコース、2.日本
語コース、3.相互理解促進事業の3つを活動の柱と
している。また、一般市民に対する情報サービス（図
書、視聴覚機材、インターネット）を通じて「日本」に
関する情報の発信や、現地の情報を日本に向けて
発信している。

日本センターは将来にわたって継続的に両国の
人々の交流・相互理解の拠点としての役割を果たし
ていくことを期待されており、ビジネスパーソン、行政
官、学生、一般市民を対象とした「広く開かれたセン
ター」となることを目指している。

2017年に法人化。ハノイとホーチミン、2つのセン
ターが合体し、「インスティチュート」となった。FTUの
1組織として機能。本部はハノイ、ホーチミンは支所
との位置づけ。
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～VJCCの主な事業内容～

経営塾
（経営者・管理職向
けビジネス研修）

中・短期ビジネ
ス研修（中間管
理職及び現場
リーダー育成）

日越間のビジネ
ス・教育交流促

進

多様で質の高
い日本語教育

日本式国際ビジ
ネス学士課程

人事管理及び生産管理に関し、
体系的に数科目を学ぶ中期
コースと、科目ごとに学ぶ短期
コースを、それぞれ提供してい
ます。最近では、サービス業を
想定した科目も取り入れてい
ます。長年にわたる現場経験
を持つ日本人専門家が講師を
務めており、実際の経験に基
づいた知識・知恵を学ぶこと

ができる点が、本研修の強み
です。
5S 、カイゼン、PDCAを実施し、
戦略的思考をもって経営に取
り組む日本企業の精神を受講
生に常にもたせるよう、工夫さ
れています。

ベトナムに進出している日系
企業のための人材確保支援
として、ベトナム人学生と日系
企業に交流の場を提供する
「ジョブフェア」を定期的に開
催しています。また、VJCCの
受講生の企業と、日系及び日
本企業とのビジネス関係の構
築を目指し、ビジネス交流の
機会創出に努めています。そ
の他、日本留学支援、日越学
生交流、他国の日本センター
との交流など様々なイベント
が開催されています。

VJCCの日本語コースは受
講生の多様な要求に応える
ため、初級レベルから日本
語能力試験の準備・対策
コース、ビジネス日本語コー
ス、翻訳・通訳コースなど、
様々なコースが開講されて
います。

コースの質の高さと手頃な授
業料により、ベトナム人の日
本語学習者の間でVJCCが
一つの「ブランド」となってい
ます。講師の質の高さも、
VJCC日本語コースの特徴
のひとつであり、20年以上に
わたり数多くの良質な日本
語人材を養成することに貢
献してきました。

2017年9月から外国貿易大学
(FTU)ハノイセンター内で開講。
日本式経営に加え、国際ビジ
ネスやコミュニケーションスキ
ルに係る内容を含み、日本と
ベトナム人講師（日本人講師
が約3分の1の講義を担当）か
ら英語で講義を受ける他、日
本語の修得も必須となってい
ます。
2021年9月に初の卒業生約70
名弱が卒業、同年11月に83名
が入学を果たし、現在計337名
が同課程に在籍しています。

在学中には、日系企業の協力
によるビジネスプランの作成、
日系企業でのインターンシップ
等も実施されており、学生達は、
卒業時に、日本のビジネス文
化を理解し、高い英語能力と
日本語能力（N3資格）を有し、
実践力のある人材として活躍
することが期待されています。

企業経営者・幹部に対して、企
業経営に必要な実践的な知識
を、10か月をかけて体系的に
教えています。自らの力で課題
を見つけ、解決策を考え、実践
する力を養成することを目的と
しており、講義の他、ベトナム
の事例を題材にしたグループ
ディスカッション、企業訪問等
多角的なアプローチが取られ
ています。

講師は主に、ビジネス経験豊
富な日本人の専門家であり、
講義やコンサルティングを通じ

、日本的精神をはじめ、経営者
の使命や企業の社会的責任に
ついても教えています。「経営
塾」の修了生によって「経営塾
クラブ」が組織されており、日

本式経営に基づいてイノベー
ションを行い、自らの価値を高
めていこうとするベトナム人経
営者の強力なネットワークと
なっています。
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日本企業様向けビジネスサービス ①
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１．ベトナム企業（経営塾生企業）と出会う

お手伝い

２．日本企業様の人材を育成するお手伝い

■経営塾企業との交流会・商談会アレンジ
料金：2,600万VND (約12万円）
※別途ルームレンタル、必要に応じて通訳・翻訳の費用が
かかります。

＜過去の事例＞
●奈良県企業とのビジネスマッチング 奈良テレビ放送主催
（日本企業10社、ベトナム企業93社参加）

●静岡県企業とのビジネスマッチング しずおか信用金庫主催
（日本企業10社、ベトナム企業30社参加）

■経営塾企業の視察・紹介
料金：910万VND（約43,000円／社、
※別途車両、通訳費等がかかります。

ベトナム企業・日本企業の中間管理職及びスタッフを
対象に、短期（２～３日間）コースと短期コースを５～６
コース組み合わせた中期コースを実施中。

科目は生産管理と人材開発が中心。

講師はJICAが派遣する日本人講師とベトナム人講師。
ベトナム語への通訳付き。

（料金目安）グループ参加は割引制度あり。
●短期コース： 250万VND～370万 VND

（約12,000円～18,500円）／人
●中期コース： 1350万VND～1900万VND

（約63,450円～95,000円）／人

企業のニーズに合わせたカスタマイズコースも可能。



日本企業様向けビジネスサービス ②
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３．日本企業様が人材を確保する

お手伝い

４．イベント広報、会場貸出、通訳・翻訳に

関するお手伝い

■VJCCネットワークによる効果的な広報の実施。
■イベント用の大ホール
（ハノイ200人、ホーチミン100人収容）、
セミナー用の各種会議室の貸出。
■VJCCスタッフによるイベント・セミナー開催支援。
■優秀な通訳者・翻訳者のご紹介。
通訳の目安価格（約5万円／日、半日は75％）、
日越翻訳（約2,000円／頁）

VJCC問い合わせ先：
(VJCC ホームページからも直接お申込み可能です）

https://www.vjcchcmc.org.vn/ja/

■ジョブフェアの開催（年1度程度）
「日系企業とベトナム人学生・帰国留学生との
交流会～ジョブフェア～」を開催。

参加費：1500万VND(約70,000円）（目安）

■ VJCC掲示板、ホームページ、フェイスブックなどで
求人案内を掲載可。

◆ ホームページまたはフェイスブック掲載料：
100万VND（約5,000円）／回

◆掲示板掲載料：20万VND(約1,000円～）／1週間
◆日本語学習者へのメール伝達（約4000名登録者）

50万VND（約2,300円／500人単位



その他のサービス案内 ①
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日本語コース

■ハノイ・ホーチミン合わせて年間約50コースを運営。
のべ約1500人が参加。

（目的）
日本への理解と関係を深め、さらには就職や留学の機
会を広げることを目的に、日本語を学ぶ機会を提供。

日本への渡航を希望、また日本語能力の向上に意欲
的なベトナム人学生、社会人を対象に、主に以下の
コースを開講中。

●日本語能力検定対策コース （全54時間）
●ビジネス日本語検定対策コース（全42時間）
●翻訳・通訳コース（全24時間）

料金目安：（3,000,000 VND
～4,000,000 VND/社会人 約14,000円～約17,000円）
その他、対象企業等の依頼によるカスタマイズコース
も可能。

交流事業・留学支援

■VJCCでは教育・文化交流促進の一環として、様々な
交流事業ならびに日本留学支援等を実施中。日本の大
学・自治体等からのスタディツアーを随時受入中。

■留学情報や相談などの留学支援及び日越学生間、大
学間交流などの活動を実施。現在VJCCはハノイ10か所、
ホーチミン6か所の日本語学校・専門学校と提携中。
同提携先に対し、留学案内、願書配布、願書記入支援、
入国管理局への調査対応、日本行きビザ申請支援等の
留学支援を実施中（日本学生支援機関（JASSO)の「日
本留学促進資料拠点」としても登録されている）。

■日本文化に関心のあるベトナム人に対し、日本文化を
紹介する活動（茶道や華道等）も実施中。



その他のサービス案内 ②
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図書館

VJCC図書館は、日本語教育に関する書籍をはじめ、
経済、ビジネス、文化関連の書籍とDVD等を幅広く所
蔵。この他、英語書籍やベトナム語書籍、漫画なども
利用可。

ハノイ・ホーチミン合わせて年間約12,000人の利用者
あり。

■VJCC ハノイ
開館時間：9時～12時／14時～19時（月火木金）

14時～19時（水）
9時～12時／14時～17時（土）日曜休館

■VJCC ホーチミン
開館時間：9時～20時（土日・祝日休館）

※ 両センターともに会員登録が必要。



日本式国際ビジネス学士

ご清聴ありがとうございました。

こちらのサイトも是非ご活用ください。
（2020年8月にリニューアルしました）
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