
項目 タイ 根拠資料

１．基礎データ

高等教育機関数（大学・大学院・その他） 大学：156校

大学院：114校

その他：65校

（※2019年時点）

タイ高等教育委員会事務局（OHEC）

（大学）List of of Accredited Thai Higher Education 

Institutions

http://inter2.mua.go.th/documents/Thai_HEIs.pdf

（大学院、その他）

http://www.info.mua.go.th/info/table_stat_03.php?id_

member=

高等教育の卒業生数（学部生、院生） 学部生：311,890人

院生：27,174人　

（※2019年卒業生数）

タイ高等教育委員会事務局（OHEC）

http://www.info.mua.go.th/info/table_stat_03.php?id_

member=

高等教育概要（入学、学生生活、卒業） 高等教育入試制度として2018年から導入された TACS（Thai 

university Central Admission System）は、2020年度入試

では 1. Portfolio、 2. Quota、 3. Admission 1、 4. 

Admission 2、 5. Direct Admissionの順に 6 月末まで実施。

中学6年（高校３年）を卒業していることが、TACSへの登録要件。

入学後、多くの学生は学内での授業だけでなく、大学側から出される

課題への対応に多くの時間を割いている。また多くの大学がインターン

シップを推奨しており、卒業要件としている大学も少なくない。

Thai University Central Admission System

（タイ語）https://www.mytcas.com/

学生が就職する一般的な方法、一般的なプラットフォーム（就職情報

サイト名など）

【就職活動のタイミング】

タイの大学生は卒業後（卒業時期は4月から6月）に就職活動を行

うのが一般的。

【就職活動方法について】

学生課を利用（連絡先の提供のみという対応が多い）

　-自分が気に入った企業・団体に直接訪問

　-出身大学の先輩がいる企業・団体に直接訪問

インターネット上の求人サイトの利用

大学関係者へのヒアリング

（参考）求人サイト

　　　　http://th.jobsdb.com/th

　　　　http://www.jobth.com/

　　　　http://www.jobthai.com/home/searchjb.php

　　　　https://www.jobbkk.com/

　　　　http://www.jobtopgun.com/index.jsp

　　　　http://www.jobsugoi.com

2021年3月　日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコク事務所　作成
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学生が就職する一般的な方法、一般的なプラットフォーム（就職情報

サイト名など）

人材紹介会社に登録

　-Adecco Recruitment (Thailand) Limited （日系）

　-Asian Leaders Career Recruitment Co., Ltd. （日系）

　-Gemini Personnel Recruitment Co., Ltd. （香港系）

　-JAC Recruitment Thailand  Ltd （日系）

　-Kelly Services Staffing & Recruitment Thailand （米

系）

　-Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd. 

（日系）

　-Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., 

Ltd.（日系）

　-Siam M&M Recruitment Co., Ltd.  （タイ地場）

就職フェア（JOB FAIR）に参加

　-各大学にて開催されるJOB FAIR

　-JAPAN JOB FAIR（バンコク日本人商工会議所主催）

　-NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

　-WakuWaku Job Fair

キャリアへの一般的な考え方（海外勤務や外国企業への勤務意欲、

仕事で大事にしていることなど）

外国企業も就職候補先の１つという感覚であり、陸続きのマレーシア

やシンガポール、ベトナムなどの外国企業にもアプローチをかけ、就職す

る人も少なくない。

福利厚生や働きやすさを求める傾向があり、インセンティブやスキルアッ

プのためのプログラムなど、キャリアパスを積めることも重視している。

(参考）Personnel Consultant社 タイ大卒者の就職事情とタイ労

働市場の現状と課題

https://www.personnelconsultant.co.th/life-info/labor-

market

学卒者／院卒者の給与の考え方や相場 殆どのタイ人は、給与ベースが高く（初任給20,000バーツ以上）、

ボーナスが支給され、昇給率が年7％以上、という会社に入社したいと

考えている。

また昇給に満足ができない場合には、その具体的理由について上司や

マネージャーに対し直接確認するようなこともある。

（参考）Adecco Thailand社　Salary Guide 2020

https://adecco.co.th/en/knowledge-

center/detail/download-salary-guide-2020
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学生との主要交流イベント（日本企業も参加できるイベント） ・JAPAN JOB FAIR      主催: バンコク日本人商工会議所

・WakuWaku JOB FAIR     主催:TalentEx社

・NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR     主催:ジェイエデュケーショ

ン

・日本留学フェア 主催:日本学生支援機構(JASSO)

JAPAN JOB FAIR

https://www.jcc.or.th/jobfair/

WakuWaku JOB FAIR

https://wakuwakujobfair.com/

日本留学フェア 主催:日本学生支援機構(JASSO)

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/event/2019/t

hailand.html

NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

https://peraichi.com/landing_pages/view/thnipponhaku

jobfair2019

２．日本語人材

外国への留学生数、うち日本への留学生数 外国への留学生数：32,912人

うち日本への留学生数：3,183人　

（※2020年11月時点）

UNESCOウェブサイト

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow

日本語専攻の卒業生数 学部生：838人

院生：28人（日本語専攻は24大学に設置）

（※2019年卒業生数）

タイ高等教育委員会事務局（OHEC）

http://www.info.mua.go.th/info/table_stat_03.php?id_

member=

日本語を専攻する学生の人気の就職先／一般的な就職先 地場では、CPグループ、タイ航空など日本（日系）日系企業と取引

のある大手企業に就職を希望する者も多く、日本語能力を直接生か

せる職場に就職を希望する傾向あり。

日系では、トヨタ、ホンダなど自動車メーカー、キャノンなど電気・電子

メーカーが人気。JALやANA、味の素など人気企業として名を連ねてい

たが、最近は変化も。

（参考）ユニバーサム社　''The Most Attractive Employers in

 Thailand STUDENTS 2020

https://universumglobal.com/rankings/thailand/

Workventure Technologies社　Top 50 Companies of 

2018! WorkVenture

https://www.workventure.com/blog/top-50-companies-

of-2018-workventure-เผย-50-บรษิทัทีค่นรุน่ใหม่สนใจทีส่ดุ
ประจ ำปี-2018
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キャリアへの一般的な考え方（海外勤務や外国企業への勤務意欲、

仕事で大事にしていることなど）

日本語を専攻する目的は、日本語メディア（漫画、アニメなど）への

関心といった理由が多いが、日本語でのコミュニケーションが取れれば高

給が保証されたり、日本企業への就職に有利であるという理由も大き

く、社内研修制度による日本での就業体験への関心も高い。

また発展空間が明確であり、キャリアデザインを意識できる、上司との良

好な関係、自分の専門的知識が生かせる、スキルが身に着く、教育研

修の充実なども重視される。

日本語学科のある大学及び卒業生へのヒアリング

（参考）ANGLE  タイで日本語を学ぶひとたち

https://anngle.org/column/people-learning-jp-in-

th.html

バンコク週報第1958号　タイ投資コラム「転ばぬ先の杖」

https://bangkokshuho.com/download/バンコク週報pdf版

1958号/#

日本語を専攻する学生へ日本企業がコンタクトする方法（イベント、

大学就職課へのコンタクト、など）

下記イベントへの参加、タイ人従業員（大学OB）からの紹介が一般

的。

・JAPAN JOB FAIR 

主催：バンコク日本人商工会議所

・WakuWaku Job Fair

主催：TalentEx社

・NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

主催：ジェイエデュケーション。

※運営自体はPersonnel Consultant (Thailand) Co., Ltd.

JAPAN JOB FAIR

https://www.jcc.or.th/jobfair/

WakuWaku JOB FAIR

https://wakuwakujobfair.com/

NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

https://peraichi.com/landing_pages/view/thnipponhaku

jobfair2019
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日本語専攻を有する主要高等教育機関3校程度とそれぞれの特徴、

ウェブサイト（英語）

・チュラロンコン大学（Chulalongkorn University）文学部日本

語学科

　タイを代表する名門国立総合大学

　多くの政治家/官僚を輩出

　https://www.chula.ac.th/en/

・タマサート大学（Thammasat University）教養学部日本語学

科　

　チュラロンコン大学に並ぶ名門校

　法学/政治経済/ジャーナリズム強み

　https://tu.ac.th/en

・カセサート大学（Kasetsart University）人文学部日本語学科

　農学の有名国立校

　https://www.ku.ac.th/en

（参考）国際交流基金「タイ（2019年度）」

　　　　

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/c

ountry/2019/thailand.html#JISSHI

３．IT・デジタル関連人材

（1）大学生・大学院生の新卒者の採用

IT・デジタル専攻の卒業生数 学部生：15,459人

院生：330人 

（※2019年卒業生数）

タイ高等教育委員会事務局（OHEC）

（タイ語）

http://www.info.mua.go.th/info/table_stat_03.php?id_

member=

ITを専攻する学生の人気の就職先／一般的な就職先 人気→地元IT大手（AIS、True等）。GAFAMを中心に世界的に

有名な企業も人気あり。

一般的→特に企業の大小には大きなこだわりを持つ学生は少なく、自

分の得意分野を生かせる就職を重視する傾向があるとともに、フリーラ

ンスを希望する学生も多い。

（参考）ユニバーサム社　''The Most Attractive Employers in

 Thailand STUDENTS 2020

https://universumglobal.com/rankings/thailand/

Workventure Technologies社　Top 50 Companies of 

2018! WorkVenture

https://www.workventure.com/blog/top-50-companies-

of-2018-workventure-เผย-50-บรษิทัทีค่นรุน่ใหม่สนใจทีส่ดุ
ประจ ำปี-2018
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キャリアへの考え方（海外勤務や外国企業への勤務意欲、仕事で大

事にしていることなど）

自分の専門分野を生かせることを重視し、企業規模やネームバリューに

こだわるケースは少ない。また、海外勤務や外国企業勤務への抵抗は

ない。

（人間関係を重視し、私的な信頼関係を構築することが仕事への信

頼につながる)

（参考）ユニバーサム社　''The Most Attractive Employers in

 Thailand STUDENTS 2020

https://universumglobal.com/rankings/thailand/

Workventure Technologies社　Top 50 Companies of 

2018! WorkVenture

https://www.workventure.com/blog/top-50-companies-

of-2018-workventure-เผย-50-บรษิทัทีค่นรุน่ใหม่สนใจทีส่ดุ
ประจ ำปี-2019

外国語力（日本語、英語） タイ国内における日系IT企業数が少ないこともあり、日本語より英語の

学習意欲が高く、英語力は他学部と比較しても高いというのが最近の

傾向。

但し、タイ全体としてみた場合、決して高くはない。

（参考）EF社　世界英語力ランキング 

https://www.ef.com/wwen/epi/

第三国（当該国＆日本以外）での就職状況 国内での需要があるため、あえて海外で就職する必要性を感じておら

ず、内向き志向に傾きがちだが、海外で働いてみたいと考える者も最近

では少なくない。

但し、家族愛/友人などタイ人の国民性を考慮すると、数年後にはタイ

に帰国することが前提となる。

大学関係者、卒業生等へのヒアリング

日本企業や日本での勤務の考え方（あれば） IT分野における日本企業のイノベーションやテクノロジーのポテンシャル

は高いが、IT関連人材の受入れについては、米国等のマーケットのよう

にはまだ整っていない。

他業種の人材同様、スキルの習得や成長する機会といったステップアッ

プ、人間関係やワークバランス、改革や提案への対応などを重視。

卒業生へのヒアリング
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IT関連専攻を有する主要高等教育機関3校程度とそれぞれの特徴、

ウェブサイト（英語）

・キングモンクット工科大学（King Mongkut’s University of 

Technology）

　タイを代表する国立工科大学。

　大学名はタイにおける「科学技術の父」と称えられるモンクット王

（ラーマ４世）に由来。

　（ラッカバン校）http://www.kmitl.ac.th/en

　（トンブリー校）https://global.kmutt.ac.th/

　（ノースバンコク校）https://www.kmutnb.ac.th/?lang=en

・チュラロンコン大学（Chulalongkorn University）

　タイを代表する名門国立総合大学

　多くの政治家/官僚を輩出

・マヒドン大学（Mahidol University）

　医学のトップ水準を誇る国立大学

　薬学部は内外で評価が高い

　https://mahidol.ac.th/

（参考）

・泰日工業大学（Thai-Nichi Institute of Technology）

　全学部で日本語が必修科目となっている

　卒業生の約６割が日系企業に就職

　https://www.tni.ac.th/

（参考）CAMPUS Starウェブサイト

（タイ語）https://campus.campus-

star.com/education/65442.html



項目 タイ 根拠資料

IT・デジタルを専攻する学生へ日本企業がコンタクトする方法（イベン

トなど）

下記イベント及び大学内就職イベントへの参加、人材紹介会社（求

人サイト）の利用、タイ人従業員からの紹介が一般的だが、学生本人

が企業に直接コンタクトしてくるケースもあり。

・JAPAN JOB FAIR 

主催：バンコク日本人商工会議所

・WakuWaku Job Fair

主催：TalentEx社

・NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

主催：ジェイエデュケーション。

※運営自体はPersonnel Consultant (Thailand) Co., Ltd.

大学関係者、卒業生、人材紹介会社へのヒアリング

（2）実務経験者（大卒者）の採用

IT・デジタル分野での就労者数 387.2千人（ICT就労者数数）　※大卒者との明記無し タイ統計局（NSO)　2020年8月公表資料

（タイ語）http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/

ดำ้นสงัคม/สำขำแรงงำน/ภำวะกำรท ำงำนของประชำกร/
2563/Report_08_63.pdf

（参考）国際労働機関（ILO）2019年資料

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---

sector/documents/publication/wcms_710031.pdf

実務経験者（転職者）の就職方法 実務経験に応じて、就職先は豊富にあり、一般的には求人サイト、人

材紹介会社、知人（親類、先輩後輩）からの紹介によるケースが多

い。

人材紹介会社、転職希望者へのヒアリング
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外国語力（日本語、英語） 大学卒業時の英語力は比較的高く、勤務先での英語によるコミュニ

ケーションを苦にする者は少ない。

アニメやゲーム等の影響により、片言の日本語能力がある者も多い。

大学関係者、人材紹介会社へのヒアリング

IT・デジタル分野の実務経験者へ日本企業がコンタクトする方法（イ

ベントなど）

人材紹介会社（求人サイト含む）の利用、下記イベントへの参加、

日本企業に就職した大学OBからの紹介が一般的だが、学生本人が

企業に直接コンタクトを取るケースもあり。

・JAPAN JOB FAIR 

主催：バンコク日本人商工会議所

・WakuWaku Job Fair

主催：TalentEx社

・NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

主催：ジェイエデュケーション。

※運営自体はPersonnel Consultant (Thailand) Co., Ltd.

大学関係者、卒業生、人材紹介会社へのヒアリング

４．機械工学・電気関連人材

（1）大学生・大学院生の新卒者の採用

機械工学・電気関連専攻の卒業生数 学部生：13,741人

院生：417人 

（※2019年卒業生数）

タイ高等教育委員会事務局（OHEC）

（タイ語）

http://www.info.mua.go.th/info/table_stat_03.php?id_

member=
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機械工学・電気関連系を専攻する学生の人気の就職先／一般的な

就職先

人気→タイ国内主要自動車メーカー及びその関連会社、日系企業も

人気あり。

一般的→高いスキルを持った人材は人気企業に就職するケースが多い

が、人によっては親元に近いところで就労することを選ぶケースもあり。

（参考）ユニバーサム社　''The Most Attractive Employers in

 Thailand STUDENTS 2020

https://universumglobal.com/rankings/thailand/

Workventure Technologies社　Top 50 Companies of 

2018! WorkVenture

https://www.workventure.com/blog/top-50-companies-

of-2018-workventure-เผย-50-บรษิทัทีค่นรุน่ใหม่สนใจทีส่ดุ
ประจ ำปี-2018

キャリアへの考え方（海外勤務や外国企業への勤務意欲、仕事で大

事にしていることなど）

タイ企業よりも、イノベーションや先進テクノロジーを求め、また経験を積

むために海外で就業する機会を得たいと考え、外国企業に就職するこ

とを好む者が多い。

大学卒業生へのヒアリング

外国語力（日本語、英語） 機械や工具、システム上の名称については英語表記のものが多いこと

から、英単語の理解度は高いが、コミュニケーション力とは別物。日本

語能力については、特定の大学以外では期待できない。

大学関係者へのヒアリング

第三国（当該国＆日本以外）での就職状況 留学組は卒業後もその国での就職を希望する者が一定数いる。

国内での需要があるため、あえて海外で就職する必要性を感じていな

い者も多い。

韓国やアメリカといった第三国で仕事をしてみたいという者もいるが、家

族愛/友人などタイ人の国民性を考慮すると、数年後にはタイに帰国す

ることが前提となる。

（参考）タイ労働省統計（職種別のものはなし）

（タイ語）

https://doe.go.th/prd/overseas/statistic/param/site/149

/cat/81/sub/0/pull/category/view/list-label
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日本企業や日本での勤務の考え方（あれば） 日本の最新技術やイノベーションについて関心が高く、日本企業への就

職を希望する者が多い。またボーナス支給額や日本文化等も人気の

理由。

但し、日本企業の人事評価システムには馴染めない傾向がある。

大学関係者、卒業生などへのヒアリング

機械工学・電気を専攻する学生へ日本企業がコンタクトする方法（イ

ベントなど）

下記イベント及び大学内就職イベントへの参加、人材紹介会社の利

用、タイ人従業員からの紹介が一般的だが、技能実習生制度を利用

するケースもあり（Jm Japan等）。

・JAPAN JOB FAIR 

主催：バンコク日本人商工会議所

・WakuWaku Job Fair

主催：TalentEx社

・NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

主催：ジェイエデュケーション。

※運営自体はPersonnel Consultant (Thailand) Co., Ltd.

大学関係者、卒業生、人材紹介会社へのヒアリング



項目 タイ 根拠資料

機械工学・電気関連系専攻を有する有力な高等教育機関3校程度

とそれぞれの特徴、ウェブサイト（英語）、連絡先

・タマサート大学（Thammasat University）　

　チュラロンコン大学に並ぶ名門校

　法学/政治経済/ジャーナリズム強み

　https://tu.ac.th/en

・マヒドン大学（Mahidol University）

　医学のトップ水準を誇る国立大学

　薬学部は内外で評価が高い

　https://mahidol.ac.th/

・コンケン大学（Khon Kaen University）

　東北部(イサーン地方)の名門国立大学

　工学/教育学/地方行政に高い評価

　https://www.kku.ac.th/

（参考）

・泰日工業大学（Thai-Nichi Institute of Technology）

　全学部で日本語が必修科目となっている

　卒業生の約６割が日系企業に就職

　https://www.tni.ac.th/

（参考）TCASterウェブサイト（Learn Space社）

C36（タイ語）https://tcaster.net/2020/06/เรยีนวศิวะทีไ่หน
ด-ีสอ่ง/

（2）実務経験者（大卒者）の採用

機械工学・電気関連分野での就労者数 電機関連分野：47,859人　

（※2016年時点）

（機械工学分野の統計なし）

タイ統計局（NSO）

（タイ語）http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/

ดา้นสงัคม/สาขาแรงงาน/แนวโนม้ความตอ้งการแรงงาน/

แนวโนม้ความตอ้งการแรงงาน.pdf
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実務経験者（転職者）の就職方法 人材紹介会社（求人サイト含む）を利用するか、工業団地内や企

業（工場入口）の掲示板の募集案内をチェックするのが一般的。

人事担当者、大卒者からのヒアリング

外国語力（日本語、英語） 多くの者が英語を話せるが、ビジネスレベルの英語力を持つ者は多くは

ない。ビジネス環境によるところが大きく、日系企業での就業経験者で

あっても、日本語力はあまり期待できない。

人事担当者、大卒者からのヒアリング

機械工学・電気を専攻する実務経験者へ日本企業がコンタクトする

方法（イベントなど）

下記イベントへの参加、人材紹介会社（求人サイト含む）の利用、タ

イ人従業員からの紹介。

・JAPAN JOB FAIR 

主催：バンコク日本人商工会議所

・WakuWaku Job Fair

主催：TalentEx社

・NIPPON HAKU JAPAN JOB FAIR

主催：ジェイエデュケーション。

※運営自体はPersonnel Consultant (Thailand) Co., Ltd.

大学関係者、卒業生、人材紹介会社へのヒアリング

５．その他

当該国政府の高度人材育成方針 タイランド4.0による産業の高度化実現のため、産業界のニーズへの対

応、量的だけでなく質の面での向上を目指し、人材育成、高等教育へ

の民間投資促進に注力。

特に、アグリテック/フィンテック/メドテックなど高付加価値・価値創造型

産業人材の育成を目指しており、民間と連携した職業統合学習

（WIL）プログラムの整備も行っている。

タイ政府公式情報委員会事務局（OIC)

（タイ語）

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRA

WER049/GENERAL/DATA0000/00000702.PDF

国立科学. 技術イノベーション政策局（STI）

（タイ語）http://www.sti.or.th/sti/wil.php



項目 タイ 根拠資料

新型コロナウイルスの影響（短期的な変化に加え、構造的な変化等

も見られる場合はそれも記載）

政府は、新型コロナウイルスにより業績悪化した企業への救済措置を

実施。

（サービスに関する源泉税を現行3%から暫定的に半減、付加価値

税還付の迅速化など）

企業はコロナ撲滅ではなく、共存を想定したリスクマネージメントの重要

性を改めて認識。一方、タイ国民はニューノーマルの変革を迫られた。

（①オンライン購買、②キャッシュレス、③共助/互助の意識の高まり

(ハピネスキャビン運動など)、④家族の絆の深化、⑤在宅勤務の浸透

など）

タイにおける新型コロナウイルスに関連する支援措置リスト（最終更新

日：8月17日）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/covid-

19/asia/th/list0421.pdf
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