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2017 年８月３１日、グローバル愛知設立パーティー
一般社団法人グローバル愛知は 8 月 31 日にＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート
２Ｆのガーデンコートで設立パーティーを開催しました。１３ヵ国の留学生から産官学の
関係者まで、70 名以上の方々にご参加いただきました。おいしい料理を食べながら楽しく
交流し、素敵な思い出の多いパーティーを盛り上げさせていただきました。ご参加いただ
いた皆様、誠にありがとうございました。The Global Aichi Opening Party was held on
August 31 at Garden Court, a restaurant on the 2nd floor of the ANA Crowne Plaza Hotel.
Over 70 guests were in attendance, with international students from 13 countries and
representatives from the Aichi Prefectural Government, industry and academia. We
sincerely appreciate everyone who attended the event for making it a great success.

グローバル愛知の代表理事、長崎洋二から開会のご挨拶をいただきました。外国人材留学
生の低就職率と中小企業の人材不足に言及しつつ、グローバル愛知のミッションと活動意
義を説明しました。Opening remarks from Mr. Yoji Nagasaki, the Chief Executive Director
of Global Aichi. Referencing the low employment rate of international students in Japan and
the current labor shortage threatening Japanese SMEs, Mr. Nagasaki explained the broader
social meaning of Global Aichi`s mission.
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１３ヵ国の留学生が次から次へと会場に入ってきました。International students from 13
countries helped make the event a great success.

ご来賓祝辞、未来を創る財団の
石坂芳男代表理事。同財団の麻
植茂理事・事務局長にもご出席
いただきました。未来を創る財
団は政策提言や意見交換会の開
催を通して、外国人の受入に大
きく貢献しています。Special
guest Mr. Yoshio Ishizaka from
the Outlook Foundation delivers
opening remarks. Mr. Shigeru
Oe, Director General of the
Outlook Foundation, was also in
attendance. The Outlook
Foundation has contributed
greatly to the integration of foreigners in Japanese society through policy proposals public
meetings held across the nation.
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乾杯の音頭は愛知県政策企画局国際課の本庄俊和から。A toast from Mr. Toshikazu Honjo
of the International Division of the Aichi Prefectural Government.
ご来賓石坂芳男様とグローバル愛知の長崎代表理事と事務局。Special guest Mr. Yoshio
Ishizaka pictured with Chief Executive Director Yoji Nagasaki and the Secretariat.
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食事つき交流会！And the party begins!
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南山大学総合政策学部の３年生、インカアシストレスさんからコメント！A comment from
Inka Asistores, Filipina student in Nanzan University`s Department of Policy Studies.

南山大学のデービッド・ポッター教授から三本締めの説明！An explanation of the

Sanbonjime、a clapping pattern to conclude celebrations, by Nanzan University Professor,
Dr. David Potter.
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グローバル愛知を可能にした理事の方々（左から：立松辰朗、近藤恭弘、ショーンオコネ
ル、長崎洋二代表理事、中村明、林武敏、河村嘉樹、大橋正和）
。南山大学の学長補佐で
あるオコネル先生を除けば、理事の全員が愛知県の中小製造企業の経営者であります。
The Board of Directors, responsible for making Global Aichi a reality (from left: Tatsuro
Tatematsu, Yasuhiro Kondo, Sean O`Connell, Chief Executive Director Yoji Nagasaki,
Akira Nakamura, Taketoshi Hayashi, Yoshiki Kawamura, Masakazu Ohashi). Other than Dr.
O`Connell, a professor a Nanzan University, the directors are all executives of
manufacturing companies across Aichi Prefecture.

9 月の始業に向けて、大変に思い出深いスタートを切りました。参加してくださった皆
様、誠にありがとうございました！Global Aichi`s programs begin in September. Thank
you for making the start of Global Aichi particularly memorable.

7

１年目の実績 ～ 会員の内訳
Achievements from Year 1: Membership
会員企業 Company Members

会員留学生 International Student Members

47 社

【教育機関・学年別内訳】
教育機関
東京福祉大学
南山大学
名古屋工業大学

300 人

1年生

2年生
3
2
14

名古屋ディジタル工科専門学校

愛知学院大学
名古屋大学
名古屋経済大学
星城大学
愛知大学
名城大学
愛知県立大学

1

保育・介護・ビジネス専門学校

2

名古屋市立大学
中京大学
愛知文教大学
豊橋技術科学大学
その他大学・専門学校
ワーキングホリデイ
社会人
合計

3年生

1
1
1
1
1
1
20
1
1

1

4年生
8
6

1
1
4
4
2
2

大学院
54
14
4

4

卒業生
10

11

10
11
6
10
4
1

2
3
4
3
1

1
1
1

1
1

5

5

4

5

1
6

5

9

52

35

109

41

21

合計
76
23
17
14
11
13
13
16
8
7
7
23
3
3
2
1
30
19
14
300

※上記の数字は 7 月 26 日現在。
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１年目の実績 ～ 職業紹介事業
Achievements from Year 1: Job Placement Results

内定承諾者 3４人

Successful Job Placements 34
教育機関の実績

南山大学、中京大学、愛知学院大学、愛知県立大学、東京福祉大学、
四日市大学、中京学院大学短期大学、名古屋デジタル工科専門学校、ほか.

Successful placements at Nanzan University, Chukyo University, Aichi
Gakuin University, Aichi Prefectural University, Yokkaichi University,
Tokyo University of Social Welfare, Nagoya Digital Technical College, etc.
職種の実績

営業・販売、機械設計、企画、一般事務及び翻訳、技能実習生の管理業務、等.

Successfully placed in sales/marketing, mechanical design and engineering,
office work/translation, technical trainee management, and more.
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企業、留学生の関係づくり ～ 交流事業の成果
Building Relationships between Companies and International Students
12 月 2 日（土）
、PRONTO 名古屋ビルディング店でグローバル愛知忘年会を開催しま
した！日本語能力試験が迫っているなかでも 20 人の会員留学生にご参加いただきまし
た！The Global Aichi Year-end Party, held Saturday, Dec. 2 at the Nagoya Bldg. PRONTO
was a great success! Despite the Japanese Proficiency Test waiting the following day, 20
international students came out to enjoy the night`s festivities!

名古屋大学、南山大学や名
古屋工業大学をはじめとし
て、愛知県内の 10 大学から
の留学生が集まり、食事しな
がら楽しく交流しました！ベ
トナム、タイ、フランス、中
国・・・８ヶ国から多様性に
満ちたパーティーになりまし
た！The event was attended
by students from 10 different
universities within Aichi Prefecture, most notably Nagoya University, Nanzan University
and Nagoya Institute of Technology. From Vietnam and Thailand to France and China, a
total of 8 nationalities were represented in what turned out to be an extremely diverse party!
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食事終了後、ゲームと抽選で場が盛り上
がり、商品券や人気グッズが次から次へ
出てきました！Following the meal, the
party became even more lively with games
and a raffle! The participants were
shocked as gift cards and other prizes
came one after the other!

また、グローバル愛知の理事４名が参加しました。経営者が留学生と気さくに交流する光
景がまさにグローバル愛知の目指しているところです！Further, 4 members of the Global
Aichi Board of Directors attended the event. After briefly introducing their companies, they
sat in with the students to discuss work and life in Japan. Facilitating this type of
communication between international students and Japanese industry is precisely Global
Aichi`s aim!
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★★★グローバル愛知新年会写真集★★★
2018 年 1 月 23 日（火）
、グローバル愛知の事務所にて留学生・企業交流会を兼ねて新
年会を開催しました。参加者は留学生が 16 名（7 ヵ国、８大学）
、企業が 5 社（新明工業
（株）
、クマガイ特殊鋼（株）
、フクシマ化学（株）
、ナガサキ工業（株）、大信設備
（株）
）で、とても充実した交流会になりました！ Global Aichi held its New Year Party on
Tuesday, Jan. 23 at its office in Marunouchi. Attended by 16 international students from 7
different countries and 5 companies from Aichi and Gifu Prefecture, the party was a funfilled success.

交流会が日本の文化体験から始まり、書き初めと日本の書道の文化を留学生に説明しま
した。その後、留学生と企業の方々1 人 1 人が筆を手に取り、今年の目標を二文字で表し
ました。The event started with a Japanese cultural experience: kakizome, the Japanese
practice of expressing one`s goals for the new year in calligraphic style.
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交流会の後半で参加企業から会社紹介をいただき、留学生が興味津々に聞きました。最
後に留学生の採用状況、活躍できる領域や海外進出について質疑応答を行い、企業と留学
生の間に活発なコミュニケーションが取られました。下の写真では新明工業（株）の総務
室から瀧本室長とクマガイ特殊鋼（株）の熊谷社長がそれぞれの会社紹介をされていま
す。The second half of the event consisted of company introductions. International students
listed intently and asked questions concerning the hiring of international students, overseas
offices, and ways in which they can utilize their skills in Japanese companies. The pictures
below feature Mr. Takimoto from Shinmei Industry and Mr. Kumagai, the president of
Kumagai Special Steel.

おかげさまで、グローバル愛知新年会が大成功に終わっただけでなく、多くの留学生に
とって貴重な情報を得るきっかけとなりました。ことに、この交流会をきっかけに、1 名
の留学生が就職できたほどです！出会いづくりはグローバル愛知のミッション達成のため
に欠かせない取り組みです。Thanks to all who attended, this event was not merely a
success, but a rare opportunity for international students to get to know Japanese
companies. Indeed, one student in attendance would eventually go on to find employment at
a company she met by participating in this event!
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✿✿グローバル愛知春分祭り Spring Festival @ GLOBAL AICHI✿✿
日 時 2018 年 3 月 27 日（火）
、14:00～17:00
参加者 留学生 15 名、企業 5 社

春の到来を祝いながら留学生と企業の相互理解を深めてもらうべく、
「グローバル愛知
春分祭り」を開催しました。6 ヵ国から 15 人の留学生と名古屋市・小牧市・豊田市にある
製造企業 5 社（アミテック（株）伊藤精密工具製作所（株）
、新明工業（株）、（株）テク
ノプラスト、丸菱工業（株）
）にご参加いただき、楽しい国際交流と企業研究を行いまし
た。In an effort to strengthen mutual understanding between Japanese companies and
international students while celebrating the new season, Global Aichi put on a Spring
Festival at its office in Marunouchi. Attended by 15 international students from 6 different
countries and 5 companies located in Nagoya, Komaki, and Toyota, the event was
highlighted by lighthearted intercultural communication and company presentations.
交流会の後半で参加企業の会社説明に入りました。下の写真では丸菱工業（株）の河村
社長が自動車のシート製造、福祉事業、ベトナムにある工場や今後の展開などについて留
学生に具体的に紹介しています。After ice-breakers and team trivia, participating
companies took turns introducing their enterprises. Pictured below is Mr. Yoshiki
Kawamura, president and CEO of Marubishi Industry, explaining automobile seat
manufacturing, welfare services for the handicapped, and his factory in Vietnam.
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河村社長に続いて、設備を生産しているアミテック（株）と新明工業（株）がそれぞれ
の紹介を行い、ＢtoＢ企業での仕事を説明しました。また、同じ製造業ではあるものの、
事業内容がまるっきり違う伊藤精密工具製作所（株）の伊藤社長から部品生産を説明して
いただきました。
（株）テクノプラストの中村社長が留学生を積極的に採用したい理由と
タイへの進出について面白く説明し、多くの留学生から興味をもっていただきました。
Following president Kawamura, we received explanations from Mr. Noda and Mr. Kondo, of
Amitech and Shinmei Industry respectively, as well as president Itou and president
Nakamura, who introduced a different side of manufacturing.

「楽しみながら就活がはかどる」 － グローバル愛知しか作れない機会の波及が多きで
す。Only Global Aichi can make job hunting this interesting, and the aftereffect of this
event was large: two students found employment at companies they met on this day.
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グローバル採用交流会 GLOBAL RECRUITMENT PARTY
日 時 2018 年 6 月 26 日
参加社 留学生 15 名、企業 4 社

司会を務めるグローバル愛知事務局の岩田辰洋。

2019 年卒業予定の留学生にとって、就職活動はピークを迎えています。留学生と愛知県
の中小企業の出会いを生み出すため、6 月 26 日に「グローバル採用交流会」を開催しまし
た。7 ヵ国から 15 名の留学生と 4 社の中小企業（製造業、サービス業）が参加しました。
企業・留学生という壁を除き、人間同士として対等にコミュニケーションを深めていただ
くことがグローバル愛知の交流会の持ち味です。アンケートの結果によると留学生の満足
度が高く、就活の大きな手がかりになったに相違ありません。Job hunting is reaching its
peak for 2019 graduates. To match the season, Global Aichi held the `Global Recruitment
Party` on June 26 to help international students learn more about Japanese SMEs. The
event was attended by 15 students from 7 countries and 4 companies from around Aichi
Prefecture. Our survey results showed that many students wish to apply to the participating
companies in the future, proving that these small gatherings can produce big results.
愛知ブランド企業クロダイト工業（株）から黒田智
洋がご説明（下）。

温浴施設を営む（株）真城ホールディングス
が留学生へアピール（上）
。
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「百聞は一見にしかず」 ～ 会社見学事業
“Seeing is believing”: Company Tours from 2018
日 時：２０１８年３月５日、１４:００～１６:００
場 所：
（株）テクノプラスト本社

名古屋市南区塩屋町

参加者：留学生８人、他企業経営者２人

2018 年 3 月 5 日に愛知県内の 8 大学から 5 ヵ国の留学生がグローバル愛知主催の会社見
学に参加しました。今回は株式会社テクノプラスト、名古屋市南区でプラスチック加工・
販売を行っている会社です。代表取締役社長、中村 明氏による挨拶に続いて、留学生が
動画を通してテクノプラストの歴史と事業内容について学びました。その後、留学生が工
場・事務所見学に出かけ、製造と販売がどのように行われているかを肌で感じました。テ
クノプラストは 12 台のマシニング・センターと半自動彫刻機をもって、設備大型商品か
ら手作り商品まで、多品種小ロット生産を行っています。また、樹脂は温度に非常に敏感
な材料なので、テクノプラストの工場では 24 時間 365 日温度管理をしているという説明
もありました。見学ツアー終了後、テクノプラストのスタッフと参加者の間に活発なディ
スカッションが行われ、日本企業の文化、就活戦略やモノづくりについて理解が深まりま
した。On March 5, international students from 5 different countries and 8 universities

participated in a company tour held at Technoplast Co., Ltd. Following an introduction by Mr.
Akira Nakamura (CEO), the students watched a video outlining the company`s founding and
then toured the facilities, learning about the processing and manufacturing of various plastic
products. Following the tour, we held a Q&A between staff and the students, helping them
deepen their understanding of Japanese manufacturing and corporate culture.
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新明工業（株）会社見学ツアー Shinmei Industry Company Tour
日

時：２０１８年４月２５日、１３:３０～１６:００

場

所：新明工業（株）本社・前田工場

参加者：留学生１６人

グローバル愛知は国際的に有力な中小企業、新明工業（株）で留学生向けの工場見学・
会社説明会を 4 月 25 日（水）に開催しました。自動車産業と設備業界において一流企業
である新明工業は、現在の海外拠点（４ヵ所）の上に更な
る展開を図るべく、留学生採用に力を入れています。
Global Aichi held a company tour of Shinmei Industry Co.,
Ltd. for international students on Wed., April 25. In addition
to its 4 current overseas branches, Shinmei is looking to
further internationalize by hiring international students.
会社見学に文系・理
系の留学生１6 人が参加しました。本社で事業内容と
留学生への期待の説明後、豊田市内の二つの工場を回
りながら新明工業の優れた技術を体験してもらいまし
た。最先端技術を肌で感じ、将来の可能性を見出した
留学生は今後、新しいモティベーションで就職活動に
取り組んでいきます。16 students from both the
sciences and the humanities participated in the event.
After a brief explanation of Shinmei Industry`s business and expectations for international
students, we toured two factories located in Toyota city, giving participants the opportunity
to experience state-of-the-art technology firsthand.
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大橋鉄工（株）会社見学ツアー

OHASHI IRON WORKS COMPANY TOUR

【日 時】2018 年 5 月 23 日、14：00～16：00
【場 所】大橋鉄工株式会社 本社工場
【参加者】留学生 13 名、企業 11 名

5 月 23 日、愛知ブランド企業である大橋鉄工
（株）会社見学を開催しました。ベトナムにも拠点
をもつ大橋鉄工では、現在多くの外国人材が活躍
しています。今回はその秘訣を覗いてきました。
On May 23rd, Global Aichi hosted a company tour
at Ohashi Iron Works. With a branch in Hanoi,
Vietnam, Ohashi Iron Works is a foreigner-friendly,
international enterprise.
会社見学には大学から 5 名、専門学校から 8 名の留学生、また会員企業と愛知ブランド
企業から計 8 社 11 名が参加し行われました。愛知県の｢モノづくりの真髄｣はここにあり！
トヨタ自動車の自動車部品は如何に高品質が保たれているのか肌で感じることができまし
た。 The event was attended by 13 international students and 8 companies (24 participants
in total). Ohashi Iron Works represents the essence of Aichi Manufacturing, demonstrating
the outstanding precision with which Toyota Motor`s
car parts are produced.
一人でも多くの留学生がこのような貴重な体験が
できるよう、グローバル愛知は今後も魅力ある会社
見学ツアーを開催して参ります。Global Aichi will
continue

holding

these

events

to

help

raise

international students` interests in exemplary SMEs.
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小規模会社見学、関係づくりに大きく貢献
Small-scale company tours pave way for lasting relationships

2018 年 6 月 20 日に見田工作株式会社にて開催した見学ツアー。英語通訳・事務、自動車整備士を中心に募集。

グローバル愛知は 2017 年 8 月の設立以来、日本の中小企業と留学生の出会いづくり・
相互理解の促進に注力してまいりました。2018 年の春より新規事業として会員企業の見学
ツアーを開始し、一ヶ月に一回ぐらいのペースで活発に開催しております。その中で 20
人近くの留学生が参加する大規模な会社見学もあれば、5 人程度が参加する小規模なもの
もあります。小規模の会社見学の効果は特に大きいと思われます。なぜならば、参加者が
少人数であるからこそ、企業・留学生の間のコミュニケーションが一段と深まり、企業の
募集要項や社風が分かりやすく伝わるからです。留学生も自由に質問することにより、自
分の希望に合うかどうかを明らかにし、安心して応募することができます。デジタル時代
である現在、面と向かって話し合うことが益々重要になってくるのではないでしょうか。

Since Global Aichi`s founding in Aug. 2017, we have devoted our energy and resources to
building stronger relationships between Japanese SMEs and international students. With
cooperation from our corporate members, company tours targeting international students
have become one of our most successful projects, which we now hold approximately once a
month. Small tours, specifically, have proven to be extremely effective in building strong
bonds between the participants and host company, which we attribute to the quality of
communication that takes place at these events. Almost 50% of participants end up applying
to companies they visit on our tours.
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就職支援は教育から ～ 日本語講座、ワークショップ、大学連携事業
Employment Support Starts with Education

初級、中級、上級とビジネス日本語講座に 1 年で 80 名以上からご参加いただきました。
Over 80 students participated in our Elementary, Intermediate, Advanced, and Business Level Japanese courses throughout the year.

12 月 5 日に行った「コミュニケーション能力ワークショップ」。7 ヵ国から 14 名の留学生が参加。
Communication Skills Workshop held on Dec. 5. The event was attended by 14 students from 7 different countries.

6 月 29 日、名古屋芸術大学にて就職セミナー。Job hunting seminar at Nagoya University of Arts on June 29.
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ミニ企業説明会＠愛知学院大学 Mini Job Fair @ Aichi Gakuin University
日 時 2018 年 4 月 13 日（金）
、11:00～15:00
会 場 愛知学院大学名城キャンパス
出展企業 ４社

留学生の日本企業への就職を支援するべく、４月 13 日に愛知学院大学にてミニ企業説明
会を開催しました。この度は企業 4 社 －（株）アミテック、
（株）テクノプラスト、
（株）フクシマ化学、
（株）真城ホールディングス－が出展し、就活中の留学生に企業説
明を行いました。ベトナムと中国からの留学生が参加し、日本での就職に向けて情報を収
集し、日本企業に関する理解を深めました。小規模なイベントだったからこそ、企業と留
学生が話し合う時間が長く、じっくりとコミュニケーションを密に取っていただきまし
た。その為、企業と留学生の感想が非常によく、職業紹介に直結する見込みもあります。
Global Aichi held a mini job fair for
international

students

at

Aichi

Gakuin

University on April 13. The event was attended
by 4 companies and students from China and
Vietnam who are currently searching for work
in Japan. Small in scale, the event gave
participants the opportunity to discuss at
length, strengthening mutual understanding
and increasing their chances for finding
employment in Japan. We will continue
holding such events, as they are an excellent opportunity for international students and
companies alike.
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合同企業説明会 ＠ 東京福祉大学名古屋キャンパス
日 時 2018 年 5 月 22 日（火）
、10:00～12:00、14:00～16:00
会 場 東京福祉大学名古屋キャンパス
参加者 企業 5 社、留学生 64 人

愛知学院大学に続き、東京福祉大学名古屋キャンパスで留学生向け合同企業説明会を開
催させていただきました。当大学では、今回のイベントがキャンパス内で初めての合同企業
説明会となり、留学生の就職支援において大きな実績だと考えております。 Following Aichi
Gakuin University, we held a second joint job fair for international students at the Tokyo
University for Social Welfare Nagoya Campus. This event was the first of its kind held on
campus, a major accomplishment for strengthening the employment support system for
international students.
今回はスケールが大きく、午前と午後に分けて行いました。出展企業が 5 社、参加留学生
が 59 人と大変にぎやかな会場になりました。参加留学生の満足度が高く、エントリー希望
が続々と出てきました。今後出展企業
と調整しながら、採用面接にいたるま
で当法人がしっかりとフォローアップ
してまいります。当法人の他のサービ
スと合わさり、大学での合同企業説明
会が重要な効果を発揮しています。The
event was split into morning and
afternoon sessions given its large scale:
5 companies and 59 international
students in total. Participants were
extremely satisfied, and many now seek interviews with the presenting companies. Moving
forward, Global Aichi will arrange interview schedules and advise students on how to prepare.
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グローバル人材開拓会 GLOBAL TALENT JOB FAIR
日 時 2018 年 6 月 6 日（水）
、13:30～16:00
会 場 星城大学（愛知県東海市）
出展企業 ４社

グローバル愛知は留学生の就職活動の改革を図っています。6 月 6 日に星城大学にて、日
本で働きたい留学生を対象に「グローバル人材開拓会」を主催しました。愛知県企業 4 社
（大橋鉄工（株）
、
（株）ティムス、福富金属（株）
、プリムイソベン（株）
）と留学生 11
名が参加し、星城大学の就職支援において大きな成果となりました。当イベントは単なる
合同企業説明会にとどまらず、一次選考となるように企業・留学生間の質疑応答が行われ
ました。深い交流の結果、留学生と企業がより正確に判断でき、双方にとって有意義な機
会になりました。現在、グローバル愛知が当イベントで生まれた縁をピックアップし、留
学生を二次面接に導いております。留学生の増加を考える上で就職を促進する事業が今後
より一層求められるので、グローバル愛知はその最前線で活動しております。

Global Aichi seeks to revamp job hunting for international students in Japan. On June
6 , we held the Global Talent Job Fair at Seijoh University. This event was attended by
th

4 companies from around Aichi Prefecture and 11 international students, marking a
tremendous achievement for the university`s career support program. Rather than
settling for a mere information session, this event doubled as first-round job interviews
for the participants, moving them one step closer to job hunting success. The demand
for such events will continue
to grow with the increase in
international students: expect
to see Global Aichi setting
new trends moving forward.
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企業の意識改革へ Steps Toward a New Corporate Consciousness
一般企業に対して外国人材活用セミナーを 3 回（2 月 20 日、3 月 23 日、7 月 25 日）開催。
「成功事例から学ぶ中小企業で活躍する外国人材」。JETRO 名古屋 広木 拓

所長代理よりご挨拶。

当セミナーでは、外国人材をスタッフとして活用している優良中小企業の事例を紹介し、
グローバル愛知が今後の採用にいかに貢献できるかを説明。統計データに基づき企業と外
国人材に関する現状と課題を明らかにし、今後の変化に応じるために解決策を提案。そこ
で外国人材に関する考え方、日本企業の意識改革の重要性を主張。外国人材が最大限に活
躍できる日本社会の実現に当セミナーが一助となる。
左下：ナガサキ工業（株）代表取締役 兼 グローバル愛知 代表理事
右下：大信設備（株）代表取締役社長
中下：
（株）ティムス 取締役常務

長崎洋二

林武敏

立松辰朗
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講演・取材の実績 ～ グローバル愛知の認知向上
Spreading the Word: Speeches and Interviews from This Year
・2 月 22 日、政二塾にて講演、
「日本における外国人の就職現状と今後の在り方」
・3 月 14 日、厚生労働省主催の「高度外国人材活用促進セミナー」のパネルディスカッシ
ョンに登壇
・5 月 11 日、上智大学にて英語での就活セミナー
・5 月 15 日、JETRO 名古屋主催の「グローバ
ル人材フェア」のパネルディスカッションに
登壇
・6 月 4 日、名古屋中ロータリークラブの例
会卓話にて講演
・6 月 28 日、日経新聞による取材
・7 月 2 日、米国 Foreign Policy 誌による取材
・7 月 13 日、名古屋デジタル工科専門学校
にて講演、
「日本での就職前の事前準備」
・8 月 3 日、横浜青年会議所主催の「Global
Challenge Yokohama」にて基調講演
・8 月 24 日、愛知中小企業同友会～
インバウンド研究会にて講演予定
・9 月 7 日、名古屋商工会議所主催「理工系
の新卒学生採用セミナー」にて講演予定
・9 月 22 日、椙山女学園大学にて第 17 回多
文化関係学会のパネルディスカッションに登壇予定
26

謝辞 ～ 一般財団法人未来を創る財団の後援
Special Thanks: Sponsorship from the Outlook Foundation
グローバル愛知は発足から今日に至るまで様々な団体及び方々に支えられ、ご支援をい
ただいてきました。日頃のサポートに深く感謝しておりますが、その中で定住外国人の受け
入れをはじめとして日本社会の課題解決に取り組んでいる一般財団法人未来を創る財団は
特筆に値します。From our founding to the present day, Global Aichi has been supported and

aided by a host of organizations and individuals. We are of course most grateful to all who have
helped us thus far, but we would like to take this opportunity to offer special thanks to the Outlook
Foundation, our sponsor in Tokyo, whose current activities focus on the integration of foreigners
in Japanese society, education reform, and regional development.

未来を創る財団の業績と意義深い活動がグローバル愛知を計画するに際して大変に参考
になっただけではなく、設立前から的確なご指導と厚い応援をいただきました。ことに、グ
ローバル愛知の実績が皆無だった時期に後援団体になり、2017 年 8 月 31 日の設立パーティ
ー に 石 坂 芳 男 代 表 理 事 と 麻 植 茂 事 務 局 長 か ら ご 出 席 い た だ き ま し た 。 The Outlook

Foundation`s significant achievements served as an important model for planning Global Aichi,
and the direct, precise guidance we received prior to establishment helped us navigate the rough
seas of starting up. Indeed, the Outlook Foundation agreed to be our sponsor well before our
enterprise left the ground, and Chief Executive Director Yoshio Ishizaka and Director General
Shigeru Oe attended the Opening Party last August.
いつも不変なご支援と信頼をいただき、心より感謝申し上げます。未来を創る財団の先例
から学び、外国人の雇用において愛知県で新たな道を開いてまいります。今後とも貴財団の
益々のご活躍とご発展をお祈りしつつ、引き続きご指導、ご援助を賜りますよう、何卒お願
い申し上げます。We offer our greatest thanks for your constant support and trust. Learning from

your example, we look to continue opening the door for foreign employment in Aichi Prefecture
moving forward.
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一般社団法人グローバル愛知 GLOBAL AICHI

ミッション
事業内容

① 中小企業における人材不足の解消
② 留学生の就職率向上
就職支援事業、交流事業、各種セミナー及び教育事業、
翻訳・通訳及びホームページの多言語化事業、他

主たる事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内502号
ホームページ https://global-aichi.or.jp
連絡先

Mission
Main
Activities
Office

info@global-aichi.or.jp
052-218-5955
① Eliminating the labor shortage for Japanese SMEs
② Raising the employment rate for international job hunters
Job placement service, exchange forums, seminars and
language education, translation service, and more
1-3-1 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya, Aichi Prefecture

Homepage https://global-aichi.or.jp
Contact Info

info@global-aichi.or.jp
052-218-5955
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