
活動報告書

ACTIVITIES

2021「働きたい」と「雇いたい」。
ひとの想いに国境などない。

REPORT

2020年8月～2021年7月
の活動を中心に

In today’s global economy, 
opportunity knows no borders.

Global Aichi is a non-profit organization that inte-
grates small and medium-sized enterprises (SMEs), in-
ternational job hunters, educational institutions and ad-
ministrative bodies into a single network, overcoming the 
obstacles that previously inhibited their coordination. In 
so doing, we aim to reduce the effects of the shrinking 
Japanese population on the labor force while stimulating 
the employment of foreign job hunters in central Japan.
Global Aichi does not merely match aspiring international 
talent with the needs of Japanese SMEs, but brings value to 
all parties involved through our diverse support programs 
rooted in industry, government, and academic cooperation.

一般社団法人グローバル愛知は、中小・中堅企業の人材不足解
消、留学生の就職率向上と定着という２つのミッション達成のため産官学の連携、
外国人に門戸を開いた企業ネットワークの創造、JBL（Japanese Business Life）
ワンストップサービスですべてのステークホルダーにメリットをもたらします。
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中小・中堅企業の人材不足解消と留学生の就職率向上と定着を
ミッションとして設立されたグローバル愛知は、行政機関・教

育機関・企業・留学生の各ステークホルダーに支えられ、令和3年８月
８日に無事４周年を迎えることができました。
　しかし、新型コロナウィルスの影響は予想以上に大きく、同ウイル
スに起因する企業業績の悪化や先行きの不透明により、採用を見合
わせるという状況が起きております。その結果、会員企業の留学生の
採用ニーズは減少し退会企業も増加しました。
　また、いままで企業と留学生の懸け橋になっていた会社見学ツア
ーや交流会などの採用を促進するイベントはほとんど開催すること
ができず、マッチングも進まない状況が続きました。結果として環境変
化（Withコロナ）にうまく対応できなかった一年となってしまいました。                                  
　一方で、前向きなご報告もございます。グローバル愛知のSDGs
への取り組みは外務省の審査を無事に通過し、Japan SDGs Action 
Platformにリンク掲載されました。また、名古屋市SDGs推進プラット
フォームの会員となり、グローバル愛知のミッションの達成に繋がる
よう尽力してまいります。これからもSDGs推進のため、銀行・教育機
関・政府機関などと連携し、セミナーや企業向けの勉強会など開催し
ていく予定です。
　来期は今年度の経験と反省を活かし、Withコロナでの対応を強化
していきたいと思います。対象を絞った小規模対面イベントや少人数
での交流会や会社見学ツアーなどを、コロナ感染状況を判断しなが
ら、感染対策を徹底したうえで再開していきたいと思います。
　また、Withコロナでのオンライン面談や会社訪問など企業とのコミ
ュニケーションの充実、新業種の開拓、教育機関との連携強化、新規
大学の開拓、留学生向け就活ガイダンスなど、会員企業・留学生のニ
ーズを的確に捉え、満足していただける運営を心掛けてまいりますの
で、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
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元留学生の声
Messages from Former Students
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チンティラン　【名古屋経済大学卒業】
2021年4月藤塗装工業株式会社入社
経営部生産管理部に配属

外国人にとって就職活動することが大変で、なかなか自分の活躍できる会社が見つかり
ませんでした。“どうしようかな”と迷っている時、グローバル愛知に出会いました。様々な
企業を紹介してくださり、面接や履歴書の書き方のアドバイスも頂きました。そのおかげ
で、現職に就職することができ、現在楽しく、会社の全従業員と仲良く働いています。グロ
ーバル愛知のおかげで社会人として様々な経験ができ、心から感謝しています。

アヌジャパッド　ジャラスナット　【名古屋国際学院卒業】
2021年6月株式会社テクノプラスト入社
製造部に配属

就職セミナーでグローバル愛知に出会いました。コロナ禍で就職活動がなかなか思い通
りにいかない中、グローバル愛知は私の希望条件に沿って、様々な企業を紹介してくださ
いました。また、就職活動を行う中で担当の方の迅速な対応やアドバイスを頂けたことに
とても感謝しています。グローバル愛知のおかげで志望企業に就職することができ、今は
優しい上司や同僚に囲まれ、毎日楽しく過ごしています。

ラマ　ビシャル　【名古屋未来工科専門学校卒業】
2021年4月大栄技研株式会社入社
技術部に配属

名古屋未来工科専門学校で行った就職活動プログラムでグローバル愛知と出会いまし
た。学校で自動車の整備と設計を学びました。就職活動に悩んでいた私にグローバル愛
知の担当者は会社を紹介してもらい、会社見学と面接の時も会社へ送迎してくださりまし
た。そのおかげで就職に成功出来ました。それだけではなく、部屋を探す事にも協力して
頂きました。グローバル愛知のすべての助けに感謝したいと思います。

パカワットメーティ　パウィン　【南山大学卒業】
2021年4月日本インフォメーション株式会社入社
システム開発部に配属

インターンシップや就活イベントでグローバル愛知に出会いました。その後、グローバル
愛知のイベントに参加し、様々な企業と交流することができました。また、企業の求人情報
を共有してもらい、就活をする際に非常に助かりました。グローバル愛知のおかげで希望
の仕事に務めることができました。また、内定社向けの入社前研修で社会人の基礎知識を
身につけ、日本の職場にスムーズに慣れることができました。

イサコブ　イスロム　【名古屋大学卒業】
2020年4月丸菱工業株式会社入社
業務部営業課に配属

日本企業で勤務する夢を持って就活を頑張りましたが、日本語能力認定資格を取得して
いなかったため、面接の機会すらありませんでした。グローバル愛知に出会い、就活に対
して何回も相談し、様々なサポートを頂いた結果、丸菱工業に就職することができました。
入社後もメンター面談サービスを受け、悩みや不安について気楽に相談できますので、安
心して働くことができます。グローバル愛知様へ心より感謝を申し上げます。
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法人概況
Profile
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グローバル愛知は、『中小・中堅企業の人材
不足解消』、『留学生の就職率向上と定着』

という２つのミッション達成のため会員企業・留
学生に様々な支援サービスを提供している非営
利団体です。産官学と連携し外国人に門戸を開
いた企業ネットワークを構築しています。累計留
学生1170名、中小・中堅企業126社に支援サービ
スを提供してきました。

2017年８月８日
2017年12月
2018年6月
2018年８月
2018年12月
2019年9月
2020年6月
2020年6月
2020年8月
2020年10月
2021年6月

一般社団法人グローバル愛知を設立
有料職業紹介事業許可を取得
大学で初めての合同説明会を開催
一周年記念事業を開催
初めて愛知県より事業を受託
グローバル愛知第１回会員総会を開催
愛知県ファミリー・フレンドリー企業に登録
名古屋市エコ事業所認定を取得
あいち女性輝きカンパニー認証を取得
外務省SDGsプラットフォームにリンク掲載
バーチャル合同企業説明会を開催

沿革とマイルストーン 資格および認定

有料職業紹介事業許可証

エコ事業所認定証愛知県ファミリーフレンドリー企業登録証あいち女性輝きカンパニー認証書
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会員の現状
Membership
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新型コロナウィルスの感染拡大はグローバル愛知の事業にも大きな影響がありました。
同ウィルスに起因する業績悪化や先行きの不透明感により留学生の採用ニーズは減少し退会企業が増加し

ました。もちろん新規に入会いただいた企業もありましたが、会員企業は現在95社となっております。結果として前
年比で4社の減少となりました。
　一方で、留学生については入会人数が増え、今年度300人超の留学生がグローバル愛知の会員に登録をし、7月
末の時点で延べ人数が1170人になりました。留学生も新型コロナウィルスの影響を強く受けており、例年以上に就
職活動に苦戦しています。企業の雇い控えの他、外国人採用から日本人採用へ切り替える企業も増えていることが
要因の一つです。
　また、例年外国人雇用に積極的であった旅行業、ホテル業、サービス業の多くが新型コロナウィルスの影響に直
面しており、採用活動を止めていることも留学生の就職先の選択肢の減少に繋がっています。会員企業は前年度と
同じく製造業が中心で、建設業と商業が続いています。海外進出企業は15ヶ国34社にご登録いただいています。
　来年度は会員企業のニーズに応え、既に繋がりのある大学だけでなく、新規大学の開拓もすすめ、理系留学生の
獲得に力を入れてまいります。また留学生からのニーズにも応え会員企業の業種の多様化にも努めてまいります。

ネパール

ベトナム

中国

21％

台湾
3％

16％

27％

スリランカ
4％

タイ
8％

会員企業

95社

12ヵ国計

ベトナム中国

台湾

香港

メキシコ

フィリピン

タイ

シンガポール

インドネシア

マレーシアアメリカ

会員企業海外拠点

会員留学生在学校内訳（上位7校）

製造業

66％

卸売・小売業
4％

IT業
2％

商業
8％

サービス業
6％

建設業
10％

会員留学生延べ人数1170人
様々な国・地域からの優秀な人材

その他
4％

会員企業業種内訳

２０21年7月３１日現在

チェコ

就活中

118人

インドネシア
3％

その他
19％
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【2020年8月～2021年7月の実績】タイムライン
Timeline
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第二回会員総会を
オンラインにて開催

外務省のSDGsアクションプラッ
トフォームにグローバル愛知の
SDGsの取り組みが掲載

Oct 2020Sept 2020

Jan-March 2021

愛知学院大学合同企業説明会
名城大学本音トーク交流会
愛知県国際交流員向け研修
名古屋大学より「留学生向けキ
ャリアコンサルティング」及び「
イベント宣伝映像制作事業委託
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デジタル時代における異文化コミュ
ニケーションワークショップの開催
グローバル愛知OB・OG会の開催

小規模会社見学ツアーの再開

星城大学合同企業説明会
百五総合研究所主催SDGs
セミナーに登壇

DEC 2020

April  2021
May 2021

June 2021
July 2021

留学生採用と活用セミナーを
オンライン化して再開

バーチャル合同企業説明会の開催



Global Aichi Activities Report 2021

職業紹介活動実績
Job Placement Results
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グローバル愛知は会員企業に対して紹介手数料なしで職業紹介活動を行っています。通常のマッチングサービ
スだけではなく、交流会・合同企業説明会・会社見学などのイベントを通して、企業と留学生が直接交流できる

機会を提供し採用に繋げています。今年度は、感染症拡大防止のため、対面イベントの開催が軒並み中止になりま
した。その結果、今年度の紹介実績は10人と低い水準となりました。
　来年度は、Withコロナでのマッチングサービスを強化し、交流会・合同企業説明会・会社見学・的を絞った小規模
対面イベントなどコロナ感染症状況をみながら、感染対策を徹底した上で再開していきます。

紹介実績教育機関【五十音順】

累計紹介実績件数

I.C. Nagoya 日本語学校
愛知学院大学
愛知工業大学・大学院
愛知県立大学
愛知産業大学
あいちビジネス専門学校
群馬大学
上智大学
城西国際大学

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
星城大学
南山大学・大学院
中京学院大学
中京大学
東京福祉大学・大学院
豊橋技術科学大学
名古屋外国語大学
名古屋国際学院

名古屋経済大学
名古屋大学・大学院
名古屋未来工科専門学校
名古屋YMCA日本語学院
南山大学
北海道大学・大学院
名城大学大学・大学院 
四日市大学

98件実績

留学生国籍別内訳 18ヵ国計
ベトナム 中国 台湾 香港

フランス

メキシコ フィリピン タイ スリランカ

コートジボワール

インドネシア インド イギリス

ネパール

紹介のきっかけ

出会い

4％
その他

直接紹介

81％

交流活動

8％

企業説明会

5％

会社見学

4％

職種別内訳

活躍様々な場での

事務職
（翻訳・通訳含む）

29％

技術職 24％
（機械設計・CADオペレーターを含む）

企画・営業職

23％

生産・現場管理

11％

接客・販売職

6％

自動車整備 4％

計98人

から

ミャンマードイツ

２０21年7月３１日現在

米国

ウズベキスタン

へ実績

正社員

80人

総合職・その他 3％
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女性活躍の推進
Women's Advancement
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グローバル愛知は外国人材の採用を推進している中で、女性留学生
に対する支援が不足していると感じておりました。女性社員がいな

かったため、子供を持つ留学生からの相談や女性目線でのアドバイスがで
きていませんでした。グローバル愛知は外国人女性の支援を充実させるた
め、2020年度に女性活躍体制の改革を行いました。
　女性社員の採用と活躍に向けて、事務局に女性社員を2名採用し、就業
規則の見直し（フレックスタイム制度、在宅勤務制度、育児介護休業規程な
ど）や女性に配慮した設備の追加などの改善を行いました。その結果、あい
ち女性輝きカンパニー、愛知県ファミリーフレンドリー企業の認定も受け、
多様性がある職場作りを進めることができました。これからも女性の活躍促
進に力をいれ､外国人女性への支援も進めていきたいです。

2020年4月にグローバル愛知に入社しました。現在は日本語教育、マッチング、経
理を担当しています。

 入社して助かっていることは、仕事と家庭の両立ができることです。私にはまだ小さ
い子供がいるため、保育園へのお迎えなど働くうえで不安なことがありましたが、時
短勤務やフレックスタイム制、在宅勤務を活用し両立ができています。まだ日本では
子持ち社員は肩身が狭いことも多いですが、グローバル愛知では社員の皆が子育
て中の私に親切にしてくれ、精神的な面でも助かっています。
　また、留学生や外国人社員のサポートは毎日が勉強です。自分の中で当たり前と
思っていたことが、彼ら・彼女らの常識とかけ離れており、驚くことが多々あります。
ただ日本人とは違う感性だからこそ、留学生や外国人社員の方と協働することは面
白く、時に全力で励まされることもあります。
　今後個人的に力を入れていきたいことは外国人女性の活躍です。留学生は日本
人学生と異なり、配偶者や子供がいる方も少なくありません。異国の地で仕事と家
庭の両立をおこなうことは想像以上に大変なことだと思います。直接的な支援はま
だ難しいかもしれませんが、アフターフォロー等を通じて、グローバル愛知という団
体が外国人の方にとって安心できる存在でありたいと思っています。

2020年11月にグローバル愛知に入社し、留学生支援の担当になりました。主な業
務は、留学生と会員企業のマッチングと留学生の相談です。留学生の希望をヒア

リングし、企業のニーズに合わせて、最適なマッチングをしています。そして、外国人
の先輩として、留学生たちに日本での生活のサポートや就職活動・進路等について
相談にのっています。また、外国人の目線で企業に向けた海外進出や外国人社員の
サポートについて発言することもあります。
　グローバル愛知は発言しやすい環境です。元外国人留学生・女性としての目線で
意見を言うことができ、自分の能力や留学・就活の経験を活かせる場所だと思いま
す。また、仕事上でわからないことがあれば、先輩方にいつもサポートしていただい
て、特に女性の先輩と外国人社員の先輩がいることによって私は安心して仕事をす
ることができます。
　グローバル愛知を通して、留学生・教育機関・日本企業、様々な人に出会える機会
が多いため、日本企業について幅広く学ぶことができました。これからも多くの留学
生とつながり、日本で安心して生活できるように支えていき、会員企業に最適なマッ
チングができるように頑張っていきたいと思います。
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持続可能な開発目標
Sustainable Development Goals
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持続可能な開発目標
（SDGs）とは

SDGs（持続可能な開発目標）
は、2016年から2030年の15年

間で達成が目指されている国際的
な目標です。2015年9月に国連で
開催された持続可能な開発サミッ
トで国連加盟全193カ国によって採
択されました。「誰一人取り残さな
い」という基本理念のもと、進めて
いく目標です。

コロナウィルスの影響

報告 書『 サステナブ ル・ディ
ベ ロップ メント・レポ ート

2021(Sustainable Development 
Report2021)』によると、新型コロ
ナウィルス感染症による死者数は
2021年6月半ば時点で380万人を
超え、目標3(すべての人に健康と
福祉を)の進捗に影響しています。
この他にも、目標4(質の高い教育
をみんなに)、目標5(ジェンダー平
等を実現しよう)の達成にマイナス
な影響を及ぼし、目標6(安全な水と
トイレを世界中に)、目標7(エネル
ギーをみんなに そしてクリーンに)、
目標9(産業と技術革新の基盤をつ
くろう)の進捗が停滞したと報告さ
れています。

日本におけるSDGsの
進捗

日本のSDGsの進捗は大きな変
化はありませんが、世界18位

という順位は2016年に並び最も低
くなっています。日本の最大の課題
は、引き続き目標5(ジェンダー平等
を実現しよう)、目標13(気候変動に
具体的な対策を)、目標14(海の豊
かさを守ろう)、目標15(陸の豊かさ
も守ろう)、目標17(パートナーシッ
プで目標を達成しよう)です。後退
しているのは目標15であり、また、
目標10 (人や国の不平等をなくそ
う)と目標12(つくる責任 つかう責
任)の進捗を測るデータが不足し、

取り組みの進捗が不明となってい
ます。
　国だけでなく自治体でも続々と
独自のSDGsモデル事業が策定さ
れ、多くの自治体が「SDGs未来都
市」を目指しています。グローバル
愛知が拠点としている愛知県・名古
屋市もSDGs未来都市であり、名古
屋市はSDGs推進プラットフォーム
を設立し、市全体におけるSDGsの
取り組みの向上を図っております。
グローバル愛知もSDGs推進プラ
ットフォームの会員となり、企業・団
体・教育機関等との連携強化やパ
ートナーシップを構築し、新しいサ
ービスやイベントの可能性を広げ
ていきます。

日本SDGs未来都市一覧サステナブル・ディベロップメント・レポート2021

サステナブル・ディベロップメント・レポート2021による日本におけるSDGsの進捗
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参考資料はこちら

グローバル愛知の
SDGsの取り組み

グローバル愛知では当法人の
西岡幹事が代表であり、外務

省主催第2回SDGsアワード特別賞
を受賞したSUNSHOW Group の
指導のもとSDGsを導入しました。
昨年の12月にはグローバル愛知
のSDGs取り組み事例が外務省の
ホームページにリンク掲載されまし
た。
　そして、SDGsの導入はグローバ
ル愛知のミッションである『留学生
の就職率向上と定着』にも大いに
貢献すると考え、企業向けにSDGs
導入支援サービスを提供し始めま
した。すでに会員企業4社にSDGs
導入支援を提供しています。
 また、外務省のリンク掲載をきっか
けに南山高等学校女子部から連絡
があり、学生のフィールドワークと
して、グローバル愛知のSDGsの取
り組みについてのインタビューを
受けました。高校生の方にグローバ
ル愛知を認知していただけたのは
SDGsに取り組んだ成果の一つだ
と考えております。
　来年度はSDGsワークショップを
中心とした勉強会と基礎理解のた
めの説明会を展開していきます。引
き続き行政機関や各種SDGs関係
団体と情報交換しSDGsの普及に
努めてまいります。
　グローバル愛知は、SDGsに賛
同し、2030年の開発目標達成に向
け、外国人材の就職・活躍・定着支
援を通じて、持続可能な社会の実
現を目指します。

グローバル愛知は以下のゴールを重点的に取り組みます

グローバル愛知のSDGs報告書2020

グローバル愛知のSDGsコミットメント宣言

西岡幹事が代表取締役社長である三承工業（株）傘下のSDGs情報発信基地SUNSHOW.BASE

（株）百五総合研究所主催SDGsセミナーにて登壇

SDGs導入研修会にて留学生が発表

SDGsまちづくりプロジェクトにグローバル愛知が協力 参加者が自社の取り組みとSDGsを結びつける様子

SDGs勉強会（約30人）の開催
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日本語教育
Japanese Education

外国人向けの日本語資格N1・N2対策講座

外国人向けの日本語資格N1・N2対策講座外国人のコミュニケーション向上のための日本語会話講座

11

グローバル愛知では、サービ
スの一つとして日本語教

育も行っています。外国人の方
が日本で就職活動をする際、日
本語レベルを重要視されます。
企業が人選をする際に、指標と
するのが日本語能力試験のレベ
ルです。多くの企業が日本語能
力試験N2以上を希望する中で、
試験を受けていない学生は少な
くありません。
　グローバル愛知では留学生
の就職の手助けとなるように、留
学生には日本語講座を無料で
開催しています。日本語能力試

験N１、N2対策講座の他、職場
や日常での会話に役立つため
の中級日本語会話講座もおこな
っております。
　日本語講座には会員企業に
勤めている外国人社員の方も参
加でき、年齢や国籍を超えた交
流の場になっています。学校や
職場以外の場所で知り合いが
増えることで、日本に暮らす外
国人の方々の安心の場になれ
ばと考えています。
　また、日本語初級者向けには
e-learningも用意しており、自分
のペースに合わせ学習をするこ

とも可能です。e-learningは英
語・中国語・ベトナム語に翻訳さ
れており、理解がしやすい工夫
がされています。ビデオとテキス
トを使い効率的に学習がおこな
えます。
　今年度も受講者が楽しみなが
ら勉強できる機会を提供したい
と思っています。
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連携事業
Academia-Industry Collaborations

昨年に続き、グローバル愛知
は名古屋大学経済学部と

連携し、「インターナショナルコミ
ュニケーション」という授業を受
け持ちました。新型コロナウイル
スの感染拡大に伴い、オンライ
ン授業として実施し、リモート教
育の可能性と難しさを同時に実
感しました。
　日本人学生と留学生が半々
であるこの授業は、「多様なチー
ムメンバーとともに世界の問題
と向き合う」というコンセプトの
下、2つの大きなプロジェクトに
取り組みました。
　一つ目のプロジェクトは豊田
市の会員企業である新明工業㈱

とコラボし、同社がこれまで主に
日本国内で拡大してきた特装車
事業の海外展開の可能性を図る
ものでした。海外工場のバーチ
ャル見学やビジネスモデルの構
築に関するワークショップなど、
新明工業㈱と学生のチームが密
に交流しながら問題解決に努め
ました。
　チャレンジングなテーマでし
たが、学生たちは海外の市場を
多方面から分析をかけ、中国や
東南アジアの国々への進出戦略
を立て、最終的に想像力豊かな
プロポーザルを行いました。
 二つ目のプロジェクトはSDGs
を意識したスタートアップ計画

を作成するものでした。「起業」
を切口に、次世代を担う学生に
SDGsについて学び、自分事と
して捉えてもらうことが目的でし
た。当プロジェクトを通して、日
本の乱獲問題及び食品ロスに
ついて繰り返して議論を行い、
学生ならではのイノベーティブ
なアイディアを事業計画にまと
めました。
　また、「価値観が変わった」や

「SDGsの実現における企業の
役割について理解が深まった」
など、学生及び大学より好評を
いただきました。学生の行動・意
識変革は産学連携の醍醐味で
す。
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セミナーと研修
Seminars and Corporate Training

グローバル愛知では、行政機
関、教育機関と連携しなが

らセミナーやワークショップを開
催しています。今年度は新型コ
ロナウィルスの影響で、開催予
定のイベントの多くが対面開催
ではなく中止やオンライン開催
に変更となりました。
　しかし、オンラインイベントの
強みを活かし、遠方からゲストを
招いたり、オンラインならではの
企画をおこない、多くの方々に
ご参加いただきました。会員企
業、留学生向けのワークショップ
では、豊田通商㈱の人事部プロ
ジェクト・マネージャーを講師に
迎え、異文化を理解しながらチー
ムとして働くことを学び、最新の
オンラインツールを使いながら
チーム作業をおこないました。
　また、去年に引き続き愛知県
から委託を受け、愛知県の各地
に派遣されている外国人CIR（国
際交流員）向けに研修をおこな
いました。オンライン上でおこな
うゲームで親睦を深め、チーム
で愛知県の魅力についてまとめ
る作業をし、各チームで発表をし
ました。
　教育機関との連携では名城大
学と共催し、就職活動や日本企
業で働くことについて、企業と留
学生が本音で語り合うオンライ
ンイベントを開催しました。双方
の思いを確認しあえる機会にな
ったと思います。
　専門学校、日本語学校とは留
学生向けの就活ガイダンスをお
こない、留学生の就職活動への
意識を高めました。本格的な就
職活動を始める前に、日本の就
活スケジュールや日本独自の就
活スタイルを知ることはとても重
要です。
　今年度はさらに就活ガイダン
スに力を入れ、留学生の就職率
向上を目指していきます。

名城大学と共催した留学生就職促進プログラム「企業の本音を知る」オンライン講座

愛知県委託事業外国人CIR（国際交流員）向け研修のオンライン開催

「デジタル時代における異文化コミュニケーション」ワークショップのオンライン開催
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グローバル愛知では留学生
と企業の交流をはかるた

めに、さまざまなイベントを企画
しています。新型コロナウィルス
の影響で昨年度の前半は会社
見学を中止していましたが、後半
からは少人数での見学を再開い
たしました。
　留学生にとって、社内の雰囲
気や実際に製造・販売している
ものを体感できることは、職場で
働くイメージがしやすく応募に
繋がっています。

出会いの場の創出
Avenues of Exchange

　また大学や専門学校との合同
企業説明会の開催もマッチング
に繋がる大切なイベントです。コ
ロナウィルスの影響により、オン
ライン開催となった企業説明会
もありますが、留学生達は真剣
に耳を傾け参加をしていました。
　新たな取り組みとしては、グ
ローバル愛知主催の合同企業
説明会を、バーチャル空間を利
用して開催したことです。企業
担当者・留学生がそれぞれアイ
コンを持ち各企業のブースへ移

動、通常の企業説明会と同じ形
で参加をすることができます。
バーチャル空間の使用は初め
ての試みで改善点もございます
が、Withウィズコロナの対応策
として大変興味深いものでした。
オンラインイベントの工夫も課題
の１つとなりました。
　今後もコロナウィルスの問題
は長期化することが予想されま
すので、イベント開催について様
々な方法を模索していきたいと
考えております。

藤塗装工業株式会社　会社見学ツアーにて留学生が従業員と課題解決シミュレーションをしている様子

グローバル愛知主催バーチャル合同企業説明会

株式会社日栄機工会社　見学のAR（拡張現実）体験



定着支援
After Follow Service
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留学生にとって就職はゴー
ルではなくスタートです。

入社後も定着し長く活躍しても
らうためアフターフォローサービ
スにも力をいれています。
　グローバル愛知のアフターフ
ォローサービスでは、定期的に
外国人社員・担当上司へのアン
ケートをおこなったうえで双方と
面談し、困り事がないかを確認し
ます。困り事がある場合には、話
し合いながら解決できるようサ
ポートをおこないます。
　外国人社員の方で日本語で
の相談が難しい場合には、英語・
中国語・タイ語での対応も可能
です。面談時以外にも随時相談
をおこなっており、何かお困りご
とがあった場合は、すぐに対応
することができます。
　また入社前研修では日本企
業で働くうえでの心構えができ
るようサポートをおこなっていま
す。OB・OG会では入社1年目の
外国人社員で集まりゲームなど
で親睦を深め、企業の枠を超え
た交流の場になっています。
　なお、アフターフォローサービ
スは会員企業で働かれている外
国人社員の方でしたら、どなた
様でもご利用いただけます。
　外国人社員を雇った経験のな
い企業様からは、外国人社員の
企業への定着を不安視する声を
いただくこともありますが、グロ
ーバル愛知が全力でサポートい
たしますので、ご安心いただき
サービスをご利用いただきたい
と思います。

会社名： 氏名： メール： 入社年期：
配属先： 国籍： 年齢： 報告書作成日：
日本語能力： 日本で滞在年数： 性別： 前回総合満足度：

担当業務の満足度 平均値 結果 職場環境の満足度 平均値 結果 総合満足度 平均値 結果

前回より点数が低くなっており、ましてや平均を下回っている為、 職場環境を評価しており、対人関係に関する項目は基本的に高い 総合満足度は第1アンケートから5ポイント向上しており、平均 私生活の改善はとても顕著であり、職場環境も緩やかに増加して
改善する必要があります。まだやりがいを感じながら仕事をして 点数になっています。ただし、仕事でストレスを感じることは より高い水準です。ただし、前回からの向上は主に私生活の改善 います。ただし、担当業務・労働条件とも満足度が低下している
いますが、キャリアプランと成長の見込みが低く評価されている 多々あり、前回から少し改善してはいるものの、溜まっている から来ているわけなので、業務内容において要注意のところは ので挽回の為の対応策が必要と思われます。
ことが仕事量の低下に直結すると思われます。 可能性があります。 あります。

労働条件の満足度 平均値 結果 私生活の満足度 平均値 結果
全体的には良い結果であり、昨年末のアンケートより総合点数が高くなっています。元留学生の多くが経験する悩みも見えません。
人間関係が良好であることも本人の総合満足に大きく貢献していると認識しています。
一方で、最近仕事の量が減り、手持無沙汰となることが多く増えていることが悩みの種になっています。責任感があるので貢献したい
のに、手伝える場面が少ない為にストレスにはなっています。この状態から教育制度に対する評価が低下したし、長く続くと必ず不満
に繋がります。
私生活の点数が急増しており、健全なワークライフバランスを表していると思われます。

海外事業部以外の仕事を増やす必要があります。メンター面談とそれ以降のフォローアップから、人と話すことが仕事の中で一番好きだ
ということが分かりました。よって、海外事業部の仕事が落ち着いている時に、他部署での手伝い（上記のことから営業がふさわしいと
思われる）ができる体制を作る必要があります。違う業務に携わることで成長の見込みを取り戻せるし、ガス抜きにもなります。
本人が新たな達成感も覚え、一方で対象部署も助かるとウィン・ウィンが生まれます。

第1アンケートから教育制度に関する評価が下落しており、最近 第1アンケートから一変しており、平均よりもかなり高い点数に 営業に興味があることは本人に確認済みなので、営業アシスタントやそれに似たような業務を任せることを強く提案いたします。
手持無沙汰になることが多いことが原因であると推察できます。 なっています。
全体として満足をしているので、教育の充実度に集中する価値が
あると思われます。 一般社団法人 グローバル愛知は、本アンケートにおける個人情報の取り扱いにあたり、以下の通り個人情報保護方針を定め、個人情報の適切な取り扱いに取り組んでまいります。

1. 個人情報の取得、利用について、その利用の目的を明確にした上で、適法・適正な方法で取得し、その目的の達成に必要な範囲内で適切に取り扱います。

第１アンケート 第2アンケート 2. 個人情報の取り扱いにあたっては、自己の個人情報に対し、開示や訂正などを求められた場合には、合理的な期間内に、適切な範囲内で対応するよう努めます。

全体平均 満足度低い 満足度が高い 3. 個人情報への不正アクセス、または個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等のリスクに対しては、予防並びに是正するための合理的な安全対策を講じます。

4. 個人情報の管理にあたっては、必要かつ適切な管理の体制と仕組みを講じ、継続的改善を実施します。

5. 個人情報は本人の同意なく第三者に提供いたしません。

6. 個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守します。

※当判定は一般社団法人グローバル愛知が作成したアフターフォローアンケートを元に全体の回答データより平均値を算出し、その分布より算定
しております

分析分析

女性

分析分析分析

アドバイス・改善提案

21-25歳

分析

満足度結果の変化

調査結果

グローバル愛知アフターフォローサービス：スタンダードプラン報告書
ポミエス•ルアナ
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加
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第１アンケート 第２アンケート

担当業務の満足度 職場環境の満足度
労働条件の満足度 私生活の満足度

社員の満足度を見える化するためのフターフォロー報告書

外国人社員のメンター面談（中国語・タイ語・英語対応可能）

基礎的な社会人意識を身につけるための入社前研修



その他活動
Other Activities
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コロナ禍の中、留学生の就職
活動は大変厳しくなってい

ます。各教育機関はリモート授
業に変更し、対面でのコミュニ
ケーションや情報交換が難しく
なり、留学生は就職活動に必要
な情報を十分に得られていませ
ん。
　そこで、不安を抱いている留
学生に対して、グローバル愛知
では「就活ONLINE相談会」を毎
月１回開催しています。留学生と
の個別相談を通じて、日本企業
の留学生の採用状況・留学生の
就活状況の情報交換、不安・悩
みの相談、日本の就職活動のや
り方・準備すべきことのアドバイ
ス等を行っています。
　そして、就職活動だけではなく
コロナ禍における日本での生活
サポートにも助言をしています。

「就活ONLINE相談会」の実施
により多くの留学生が会員企業
とのマッチングや内定に繋がっ
ています。
　相談会は多くの留学生に出会
える貴重な機会です。現在のよ
うな大変な時期でもグローバル
愛知は適切な支援方法を考え、
コロナ禍での就職活動をサポー

トしていきます。
　また、昨年度は名古屋大学と
連携し、イベント宣伝映像制作業
務とキャリアコンサルティング業
務を行いました。
　今年2月、名古屋大学は「外
国人留学生のためのJob Fair 
2021」を開催しました。グローバ
ル愛知は宣伝映像制作の依頼
を受け、参加を促す映像と参加
するメリットを紹介する映像の2
本を作成しました。
　キャリアコンサルティング業務
は今年3月から5月に渡り、名古

屋大学の外国人留学生に対しオ
ンラインにて面談をおこない就
職活動についての相談に乗るこ
とが主な業務です。履歴書の添
削や面接の練習などを中心に、
選考に進むための具体的なアド
バイスをおこないました。
　また、今後の進路や家庭状況
などの個人的な相談にも対応
し、留学生にとって安心できる場
であるよう心掛けました。
　今後もアフターコロナに向け、
適切な留学生支援を続けていき
たいと思います。

名古屋大学「外国人のためのJob Fair 2021」宣伝映像≪エッセンス編≫名古屋大学「外国人のためのJob Fair 2021」宣伝映像≪メリット編≫

月１回開催する「就活ONLINE相談会」の面談風景
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グローバル愛知は「中小・中堅企業の人材不足問題の解消」と「留
学生の就職率向上と定着」のミッションを達成するため、さまざ

まな分野で広く深い見識・豊富な経験を持った専門家を招き、昨年度
幹事会を設立しました。
　定期的に開催している幹事会では、日本語教育・SDGs・団体運営
について幹事から意見をいただき活動体制の改善やサービスの見
直しを図っています。
　また、新たな幹事会メンバーにグローバル愛知の創設メンバーで
あるエリオット・コンティ氏を迎えました。今年度も幹事の皆さまのご
協力のもと、ミッション達成に向けて取り組んでまいります。

長﨑　洋二　
（一社）グローバル愛知　代表理事

ナガサキ工業㈱　代表取締役

近藤　恭弘
（一社）グローバル愛知　理事

新明工業㈱　取締役社長

 林　武敏
（一社）グローバル愛知　理事
大信設備㈱　代表取締役社長

東内　隆幸
豊田通商アメリカ㈱

元副社長

西岡　徹人
SUNSHOW GROUP　代表

（一社）SDGsプラットフォーム　理事

土井　佳彦
NPO法人多文化共生リソースセンター東海

代表理事

 エリオット・コンティ
（一社）グローバル愛知

元事務局長
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代表理事
長﨑 洋二

ナガサキ工業（株）

立松 辰朗
（株）ティムス

ショーン・オコネル
南山大学教授

近藤 恭弘
新明工業 （株）

大橋 正和
カクダイ製菓（株）河村 嘉希

丸菱工業（株）林 武敏
大信設備（株）

中村 明
（株）テクノプラスト
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会員企業一覧【五十音順】

理事一覧

JAPAN TESTING LABORATORIES 株式会社
株式会社Jホテル
株式会社LIX
株式会社MIRAI-LAB
株式会社TEKNIA
アシマ設備株式会社
株式会社アバンセライフサポート
アミックテレコム株式会社
アミテック株式会社
株式会社伊藤精密工具製作所
稲沢工業株式会社
株式会社岩田商会
株式会社岩田レーベル
梅村工業株式会社
株式会社エコールディー
エフシーテック株式会社
株式会社大竹製作所
大橋鉄工株式会社
カクダイ製菓　株式会社
株式会社カテックス
木曽興業株式会社
衣浦部品工業株式会社
木村加工紙株式会社
共和産業株式会社
クマガイ特殊鋼株式会社
久米工業株式会社
株式会社クロダイト
クロダイト工業株式会社
小林食品株式会社
株式会社近藤組
近藤工業株式会社
佐藤醸造株式会社

株式会社沢田工業
株式会社サン電材社
株式会社シーエンジ
シー・ケィ・ケー株式会社
ジャパンレンタカー株式会社
ジャペル株式会社
株式会社 新栄商会
シンニチ工業株式会社
新明工業株式会社
信和株式会社
株式会社スギノプレス
株式会社　stax
スチールテック株式会社
セクダム株式会社
株式会社ソラリスホープ
大栄技研工業株式会社
大栄産業株式会社
大信設備株式会社
タイホウコーポレーション株式会社
大冷工業株式会社
株式会社タカイコーポレーション
株式会社タカミ
株式会社田中金型製作所
株式会社チタコーポレーション
株式会社ティムス
株式会社テクノプラスト
株式会社　デンケン
トーテック株式会社
豊田化学工業株式会社
豊田油気株式会社
ナガサキ工業　株式会社
名古屋樹脂工業株式会社

株式会社日栄機工
日進省力機工業株式会社
日本インフォメーション株式会社
株式会社日本旅行グローバルソリューションズ
橋本電機工業株式会社
株式会社ハラテックス
株式会社半谷製作所
光電気工事株式会社
株式会社ファインマシナリー
株式会社　フクシマ化学
福富金属株式会社
株式会社藤田製作所
藤田螺子工業株式会社
藤塗装工業株式会社
フルタ電機株式会社
北東工業株式会社
ホリベマシナリー株式会社
株式会社　松田電機工業所
株式会社マルケイ
丸七住宅株式会社
丸菱工業株式会社
三重トヨタ自動車株式会社
見田工作株式会社
ミタチ産業株式会社
三谷興業株式会社
ミツワ株式会社
明和工業株式会社
株式会社矢田工業所
ヤマダインフラテクノス株式会社
山田電機製造株式会社
余合ホーム＆モビリティ株式会社

２０21年7月３１日現在
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