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九州大学ではディスプレイ業界で

働きたいと考えていて、液晶材料の

研究をしていました。１年生のとき

はまだ進路に迷っていましたが、日

本の会社で働きたいと思うように

なったのは、インターンシップを経

験してからです。九州大学で学んで

いたことと、今の会社での仕事は、直

接、関係はありませんが、同じ化学業

界ということで、大学時代に養った

考える力がすごく役に立っていると

思います。

勉強が目的で来ていたので、研究

などがうまくいかないと、悩んでし

まうこともありましたが、学会など

にも参加することができたので、充

実した学生生活を送ることができま

した。

就職は旭化成が第一志望でした

が、それは１年の冬にあった会社説

明会で一番印象に残った企業だった

からです。外国人に強くアプローチ

しているし、グローバルな人材を求

めていることにも好感が持てまし

た。ですから、最初から目標を定めて

就職活動を頑張ることができまし

た。そういう経緯もあって、内定をも

らったときは本当に嬉しかったで

す。

旭化成に入る前と後の印象です

が、外国人である私が本当に溶け込

めるかという不安がありましたが、

そんな考えをしていた自分が“何

だったんだろう”と思うくらい、皆

さん、素の私を受け入れてくれてい

ます。外国人だからという特別な目

で見られることも全くありません。

これからは、この会社の中で、自分

の名前が残るような活躍を目指し、

楽しく笑顔で働きたいと思っていま

大学時代に養った「考える力」が、

いまの仕事に役立っています。

在学中は、インフルエンザウィルス

を検出するための、分析機器の開発を

研究していました。これは他の会社で

も同じだと思いますが、大学での研究

と、同じ分野の就職ができることは、

それほどありません。ただ、私の場合

は、九大で学んだ理系の知識や、研究

方法などが、いまの仕事に生かされて

います。責任感と緊張をともないます

が、大きなやりがいを感じています。

また、外国人社員が多く活躍している

ことも、志望動機につながりました。

日本の企業への就職を考えた、いち

ばんの理由は日本が好きだからです。

日本は中国ほど大きくないし、人口も

中国の10分の１しかありません。け

れども、世界一流の技術が生まれ、海

外とのビジネスもさかんです。外国人

が多く企業のグローバル化がすすん

でいるところにも魅力を感じます。

本多機工は決して大企業ではない

けれども、世界中にポンプを納入して

いるメーカーで、外国人が多く活躍し

ている企業です。大学で、福岡周辺の

グローバルに展開する中小企業とも

出会うチャンスをもらったことは、す

ごくありがたいことでした。

内定をとるために努力したことは、

なんといっても企業の研究と、情報収

集です。自分にあった、自分のやりた

い仕事を決めて、なるべくたくさんの

企業情報を収集したほうがいいと思

います。それから、日本語はもちろん

ですが、日本の文化を理解することも

大切です。実際、仕事をするように

なってからも実感しましたが、日本の

ビジネスではチームワークの精神が

大事にされます。ですから在学中にグ

ループワークの学習を経験していた

ことは、すごくいいことでした。

入社して驚いたのは、社長が毎日、

社員一人ひとりに話しかけてくれる

世界に誇れる技術を持つ、

魅力的な企業と出会えました。

就職した先輩の声
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九州大学では人工衛星のプロジェ

クトに参加し、学部から通算で約８

年間を福岡で過ごしました。先生や

友達との良い関係は今も続いてい

て、去年は３回も会いに帰ったくら

いです。毎日研究室で一緒にいるう

ちに、国の違いを超えて共通の話題

が持てるようになりました。

現在は大学での研究と分野が違う

放電加工機の研究をしていますが、

求められることに違いはありませ

ん。それは、現象を捉えて自ら考え、

最善の解決策を見つけること。基礎

学問とともに大学で身につけられた

スキルの一つです。

そもそも、専門分野以外に視野が

広がったのも、産業工学コースの講

義で、企業が実際に取り組んでいる

最先端の技術開発やプロジェクトな

どを知ることができたからでした。

メディアからだけでは見えてこない

それらの情報を得られなければ、今

の進路はなかったかもしれません。

また、実際の就職活動においても、

日本語から礼儀を含む面接の練習ま

で、九州大学に設けられている講義

は役に立つものばかり。サポート体

制が充実していて、とても心強く感

じられました。

そうした中で今の会社と出会い、

きめ細やかなフォローをしてくださ

るリクルーターの方と就職に関する

相談について電話やメールでのやり

取りを重ね、試験を受けて採用に。将

来を見据え地道に研究を重ねていく

日本企業に魅力を感じ、その中でも

ぜひ三菱電機に、と考えた私の夢が

叶いました。

入社した今は、国籍も性別も関係

ありません。ここにあるのは、｢より

良いものをつくる｣という社員共通

の永遠のテーマだけ。｢フルパワーを

多彩な講義で視野が広がりました。

今は新たな分野の研究に挑戦しています。

日本に来て１年半は、まず日本語

を勉強しながら自分に合う大学を探

しました。その中で九州大学の恩師

と知り合うことができ、以前から興

味があった自動制御の研究室へ入る

ことに決めました。大学で私が取り

組んだのは、柔軟体シミュレーショ

ン。ケ ー ブ ル の 物 理 特 性 を コ ン

ピュータ上に再現し、ハプティック

デバイス（力覚装置）とモニターを通

して、コンピュータ内に作られた仮

想の物体を確認するという研究で

す。

また、大学院では、研究以外でも得

られるものが多く、留学生を対象と

した企業見学では、それまでふれて

いなかった世界を幅広く知ることが

でき、専門以外の知識も増えました。

｢好きなことについて学びたい｣とい

う一念で日本に来た私が、日本のモ

ノづくりに魅力を感じ、日本企業へ

の就職を目指すようになったのは、

そうした経験のおかげです。また、日

本語の講義も力になりました。週３

回の講義は大変でしたが、懸命に学

んだからこそ、就職活動ではエント

リーシートに自分の想いを日本語で

しっかりと書くことができたのだと

思います。

そして今、国籍を問わずグローバ

ルな人材を求め、優れた制御技術を

誇る安川電機の一員として、充実し

た日々を送っています。現在はロ

ボット工場に配属となり、現場実習

中ですが、それも勉強のひとつ。将

来、研究開発や設計に携わるように

なったときに、この経験がきっと役

立つことでしょう。一日も早く、会社

の理念に沿って利益をもたらす社員

になり、先々は、日本の先進技術を母

国に合った製品づくりに活かした

い。そして両国に貢献したいと思っ

魅力ある日本のモノづくりにふれ、

一生をかける仕事が見つけられました。
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平田 今日は皆さんの留学生活や就職に

関する状況を伺いたいと思います。現在

就職活動中の人もいらっしゃいますが、

内定者のお話が今後の参考にもなるで

しょう。よろしくお願いします。まず、九

州大学での留学生活をどのように感じて

いますか？

蒋さん 入学当初は留学生がほとんどい

ない寮で共同生活をしましたが、伝統の

ある寮でしたし、いろいろな行事にも参

加して日本を理解することができまし

た。

林さん 年中行事っていいですよね。私も

想像以上に充実した毎日を過ごしていま

す。

平田 崔さんは筑紫キャンパスで留学生

活がスタートしたんですよね？

崔さん はい。私が入った研究室は女性が

少なかったので最初は不安でしたけど、

思いやりのある方ばかりで良かったで

す。

安さん 私も日本に来てすぐは寂しくて。

でも今は研究室で仲間ができたから大丈

夫です。

曲さん 九州大学では研究したものが社

会で活用できるので、やりがいがありま

すよね。私は個人で大手企業と共同開発

をしました。

平田 それは良い経験でしたね。トリウラ

ニンシさんは日本に来てどれくらいです

か？

トリウラニンシさん 半年ほど経ちまし

た。今はまず日本語ですね。もっと勉強し

て、研究も頑張りたいと思っています。

平田 期待しています。皆さん留学生活は

順調のようですね。では、就職活動は？

曲さん 私はインターンシップ先のアル

バック社に内定をもらいました。研究室

の先生のこともご存じだったので、２つ

のアドバンテージがあったと思います。

もちろん、自信はありましたけど。

崔さん 私もインターンシップからなん

ですよ。素材関係の３社と地元のユニー

クな会社も受けましたが、社風や外国人

にとっての環境が一番自分に合っている

と感じた第一希望の旭化成に決まって

ホッとしています。

平田 良かったですね。どんなことを心が

平田 蒋さんは学校推薦なんですよね？

蒋さん はい。でも、早目にエントリー

シートを書いて先生にチェックしてもら

い、日産自動車から内定が出る前に約20

社へ送りました。内定をもらえたのは、｢

この研究では誰にも負けない｣という自

分の強みをアピールできたからだと思っ

ています。外国人にはメリットもありま

すが、研究においては日本人と同じかそ

れ以上のレベルでないと話になりません

からね。

林さん 私も曲さんや崔さんと同じです。

TOTOにインターンシップに行き、｢絶対に

ここで働きたい！｣と思いました。職場の

雰囲気がとても自分に合っていると感じ

たんです。もっと自分の専門分野に近い

会社の方が勝算は高いと思ったけど、心

にうそがつけなくて。｢TOTOの商品を世界

に広めてください｣という先生の励まし

や、研究室の仲間に相談したことで不安

なく面接に臨むことができました。

平田 安さんとトリウラニンシさんは、今

まさに就職活動中なんでしょう？

トリウラニンシさん 説明会に行っては

いるんですが、10月の採用は難しいと言

われることがとても多いですね。

安さん そうなんです。私たちは９月に修

了するから、難しくて。エントリーシート

さえ受け付けてもらえない企業もある

し、４月から入社になったらなったで、半

在学生による座談会

平田 最後に今後の抱負を聞かせてくだ

さい。

曲さん さらに技術者としての専門性を

高めて中国市場で活躍したいと思ってい

ます。

蒋さん 会社のグローバルな展開を担う

存在を目指します。発展途上国などにも

自分の力で貢献したいですね。

崔さん そうですね私も自分がやりたい

ことと、会社の将来を重ねながら仕事を

したいと考えています。

林さん 私は将来、中国と日本の技術の架

け橋になって、中国支社で活躍したい。中

国の人にとってTOTO製品は高級品だけ

ど、これからは買える人が増えるといい

なと思います。

トリウラニンシさん 私は研究が活かせ

てインドネシアと取引のある会社に就職

日本語が上達すると、日本文化が見えてきます。ま

た、日本語を運用していくには、日本文化や日本社会

に対する知識や理解が必要となってきます。そこで

ビジネス日本語の講義では、文法など形だけでなく、

表現の背景やその場の状況を考えるように指導して

います。文化や社会、時事の知識は表現の判断材料で

あり、日本語を使いこなすためのツール。それらを踏

まえていなければ、社会の一員として日本で働くこ

とは難しくなるからです。留学生にとって就職は

ゴールではありません。真のグローバル人財として

育成することが私たち講師の責務ですが、実践を繰

り返す中で、日々成長していく留学生たちに確かな

｢誰にも負けない｣―研究への自信が就職活動の強みに。

充実した研究環境と就職支援が結実し、拓ける未来。

高度な専門知識と大学での経験を礎に

夢を叶えて、拓ける未来へ。
九州大学は、未来に向かって邁進する留学生たちが、輝きを増す学びのステージ。

恵まれた環境の中で数多くの先輩たちが夢を実現してきました。

そして今日も後輩たちが次々と未来への扉を開き、羽ばたこうとしています。

文化や社会、時事などへの

幅広い知識に裏打ちされた日本語を。
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【お問合せ】

〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1　

TEL: 092-642-2139,4123　FAX: 092-642-2144

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb

企画・監修　九州大学 大学院工学研究院調査室

（平成 23 年度高度専門留学生育成支援事業）

九州大学 国際部留学生課


