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NorCal グローバル就職塾 

グローバルキャリア専門コンサルタント 

NorCal Global Career Design – Kenny Kaneko 

グローバルキャリアとは 

まず、「キャリア」 とは皆さん何だと思いますか。 

 

o 社内の昇進？ 

o 転職を重ねること？ 

o もっと良いお給料の仕事に就くこと？ 

o 肩書? 

o タイトル？ 

 

十人十色でその人によって“キャリア”と言う言葉の意味は違ってきます。Career と言う英語に対する純粋な日本

語って無いのです。と言うことは昔日本には英語の Career と同じ概念が無かったのです。 

近年 Career と言う概念が日本に入って来た時に訳すことが出来なく、カタカナで“キャリア”とし新しい概念を作っ

たのです。ですので、キャリアとは非常に新しい概念で、人により様々な解釈があるのです。 

 

米国の職業心理学では： 

「個人が生涯を通じた職業選択に関わる活動（働くこと）にまつわる個人の生涯にわたる生き方（ライフスタイ

ル）のプロセス」 
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ちょっと難解な文章なので、簡単に言うと： 

【一生に渡り職業を通じてどのように自分を表現するか】 

 

つまり、キャリアとは仕事を通して自分を表現すること、なのです。 

ですので表現の内容は人それぞれで良いのです。お金儲けでも、肩書でも、家族重視でも、自由人生でも、チャ

レンジでも、ワークライフバランスでも。何か自分を表現できるものがあれば良いのです。 

 

ではグローバル・キャリアとは何でしょうか？そうです、 

 

日本の中だけではなく 「グローバルな世界で自分を表現する」 ことなのです。 

 

ここで、グローバルな世界とは、日本国内外に関わらず、一つの価値観だけに限らず、多種多様な価値観が存

在する環境を指します。 

その中で自分を試し、「自分の価値観を尊重し、また異なった価値観を持った方とも共存する」ことです。つまり、

種々の異なった価値観が多いところ程、自分を表現することが難しくなってきます。 

 

そのようなグローバルな世界で活躍し成功する為には、必要な知識やスキルが必要なのです。 
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日本のユニーク度（特殊性） 

まずここで、日本は世界の他の国と比べどの様にユニークなカルチャー（文化）を持っているかを考えてみましょう。 

下記は、多くの項目のほんの一部ですが、これだけでも他国との差が歴然と分かります。 

1. コミュニケーションの仕方： 

 

❖ 日本は Contexts に頼るコミュニケーション 

日本は全てを言葉にせず、話の流れ、文脈や状況を聞き手に理解してもらい、自分の意思を間接的に

伝える割合が多い。 

❖ アメリカは Contents に頼るコミュニケーション 

アメリカは自分の意思を出来るだけ言葉にして、直接的に自分の意思を伝える割合が多い。 

 

2. 不確実性の受け入れ：Uncertainty Avoidance Index 

【不確実性を避ける傾向にある国】（変化を嫌い、チャレンジ性の少ない国） 
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Ranking Countries Uncertainty Avoidance Index 

(1 – 120) 

1 Greece 112 

2 Portugal 104 

 

8 Japan 92 

 

13 France 86 

 

16 South Korea 85 

 

37 Germany 65 

 

55 United States 46 

 

57 China 40 

58 India 40 

 

61 UK 35 

62 Hong Kong 29 

 

66 Singapore 8 

 

3. 行動規範：何が人々の行動を支配しているか 

❖ Legal Code – Rules are central to society 

o United States 

o UK 

o Canada 

❖ Moral Code – Interpersonal relations are central to society 

o Japan 

o China 

o Korea 
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❖ Religious Code – God’s teachings are central to society 

o Iran 

o Iraq 

o Pakistan 

❖ Mixed Code – Two of above 

o India (Religious and Moral) 

o Germany (Legal and Moral) 

o South Africa (Legal and Moral) 

 

上記３エレメントは、グローバル環境でキャリアを成功させるために、非常に大切な要素です。 

ここで重要なことは、この違いの中でどの様に自分を表現するかで、一つの国の文化に自分を染めることではありま

せん。違いを認識し、受け入れ、対応出来る様になることが重要です。 
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グローバル就職塾 

グローバル就職塾は、将来的に海外で就職を希望している方や、海外に転職を考えている方に対して、その様な

グローバルな環境で就業ができ、海外で最高のキャリア形成を成功させるための支援活動です。 

グローバル就職塾は、海外就職や転職をする時の仕事探しや、Offer獲得率を高めるためだけのテクニックを紹

介するところではありません。 

自身のグローバル“コア・スキル”を高め、内部（OS部分）から海外で就業が十分出来る状態にし、グローバルに

キャリアを広げるための塾です。変化が多いグローバルな世界で、まずは自分自身で結論を出し問題を解決できる

力を付けます。 

【グローバル就職塾の概要】 

グローバルキャリア構築タイムライン 

自己認識フェーズ 

 

 

グローバルコアスキル構築フェーズ 

 

 

グローバル就職準備・実行フェーズ 

 

 

グローバル就職後フォローアップフェーズ 
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1) グローバル就職力の自己認識 

❖ グローバル市場価値アセスメント（グローバル市場価値研究所） 

2) グローバルコアスキルの構築 

❖ 習慣化支援 

❖ 計画的偶発性理論の実行 

3) 海外就職準備 

i) キャリア計画 

ii) キャリア計画に沿った OJT（インターンシップ） 

iii) 国選定・企業選定 

iv) ジョブハンティング開始 

v) アプリケーション準備 

❖ 英文 Resume 

❖ 英語 Interview 

4) 就職後のフォローアップ 

❖ トランジションの問題点と調節 

❖ キャリアアップ相談 
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ネットワークプラットフォーム 

GOAL: 

「海外で既に就業されている方」 と 「海外留学または海外で就職を考えている方」 の間を繋げて情報交

換をするネットワークです。 

皆さんが自主的にグローバルキャリアに向かって進むために活用してください。 

 

Facebook : 【グローバルキャリア塾】への参加 

 

 
 https://www.facebook.com/groups/ryugakucareer/ 

 

  

https://www.facebook.com/groups/ryugakucareer/
https://www.facebook.com/groups/ryugakucareer/
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グローバル就職塾：コンサルタント紹介 

 

グローバルキャリア専門コンサルタント金子は、大学院を卒業後日立製作所

に就職しましたが１年で退職、その後１９９４年に米国カリフォルニア州へ

移住、シリコンバレーの米国 IT企業、Symantec、Siebel Systems (現

Oracle)、Autodesk社で２０年に渡り、マネージャ職とディレクター職に従

事し、最後に勤務した Symantec社(下記写真)では、アメリカ、アジア、ヨ

ーロッパで構成するチームを率いて、各国のリーダーをグローバルに育て最大で

約１００人のチームをマネージメントしました。 

 

その間に、約２００人の人材をワールドワイドで採用し、世界中から応募さ

れた約１０００人のスクリーニングと採用面談をした経験を持っています。 

 

Symantec社を退職後、２０１５年に日本に一時帰国し、キャリア・コン

サルテーションとコーチングのトレーニングを完了、各種のコンサルタント資格を

取得。国際色豊かなチームの人材採用と人材開発の経験を活かし、日本

国内で約１００人の大学新卒学生のキャリアコンサルテーションを実施しま

した。 

 

２０１７年５月に米国カリフォルニア州に戻り、留学生の真のグローバルキャ

リア構築の支援と海外就職・転職のサポートをしています。 

また、シリコンバレーと日本での就業と人材マネージメントの経験があるため、

日本のマネージメント・スタイルに大きなギャップを感じ、日本の就業の形と人

材マネージメントのグローバル化に貢献したく、マネージメント・スタイルの変革

を促進する活動をしています。 

 

(Symantec Co. World Headquarters) 

 

金子厚志 

(英語名 : Kenny Kaneko) 

 

E-Mail : 

Kenny.Kaneko@maikaz.net 

 

TEL 日本： 

   050-3708-3706 

TEL アメリカ： 

   415-846-2744 

Website : 

   www.norcalcareer.net 

 

資格 : 

• 米国 C.C.E 認定       

グローバル・キャリアカウンセラー 

 

• 留学協会認定        

海外留学アドバイザー 

 

• グローバル市場価値研究所   

認定コンサルタント 

 

                  

https://d.docs.live.net/00c5d6a750bad2fc/Career%20Consultant/広告/PROGRAM/www.norcalcareer.net

