
公益財団法人 留学生支援企業協力推進協会

　2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大による影響で対面活動
が困難なため、企業・社員寮・大学などへの訪問の自粛、留学生を集めて
行う工場見学や日本文化・歴史を学ぶ様々なイベントなど協会の主要な活

動は全面的に中止や延期となり、過去に経験した事のない困難な状況と
なった。そうしたコロナ禍の中で、事業活動を推進するためオンラインツー
ルを活用した面談や新たなコミュニケーション活動の試行を開始した。
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Activity 1 Zoom、Ｍicrosoft Teams、Skype、V-Cube等のWeb会議
サービスの導入による新しいコミュニケーション活動の試行

　7月30日（木）、日本で
の就職に関心の高い
留学生6名に対し、コロ
ナ禍でのオンライン就
活セミナーを開催した。
企業の採用活動に詳
しい（株）マキシマイズ代表取締役三浦力氏がプレゼンテーションと質疑をファシ
リテートした。日本における就活の基本情報から始まり、留学生にとって自分自身
を売り込むため何が必要か、面接で必ず聞かれるポイント、インターンシップの活
用法など、留学生と活発な質疑や意見交換が行われた。

　Web会議サービスを導入・活用し、留学生、企業、大学など各方面の方 と々積極的なコミュニケーション活動
を試行し、特に大学は首都圏以外も含め全国22大学と近況の確認を行った（10月31日時点）。

　8月27日（木）、コロナ禍で大学生活が一変した留学生とWeb会議
サービスを活用したオンライン交流会を開催し、孤独な学生生活になら
ないために、日常生活の過ごし方、日頃感じている事、今望んでいる事な
ど9名の留学生と積極的なコミュニケーションを実施した。

Activity 2

Activity 4

オンライン就活セミナーの開催

日本企業へ就職したOB・就職内定者とのオンライン交流会

Activity 3 留学生とのオンライン交流会

　8月のオンライン交流会を通じて社員寮入居留学生OBなどから今後の就職活
動の参考になる情報や就職体験談を聞きたい旨の希望があり、10月9日（金）にオ
ンライン交流会を開催した。大手総合商社勤務の金東一さんと来年大手証券会

社に就職内定している温ビチャンさんから自身の体験を紹介、参加者との活発な
質疑を通じて、日本企業に就職する難しさや成功への秘訣などを語り合った。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う留学生支援協会の新しい環境構築と試行

［参加OB・就職内定者（敬称略）：２名］

［参加留学生（敬称略）：４名］

［参加留学生（敬称略）：６名］

⃝金 東一 　 （大手総合商社勤務）
⃝温 ビチャン（大手証券会社就職内定）

⃝孫 瑞欣
⃝姜 珍求

⃝何 彦凱
⃝余 志理

［韓国・東京工業大学卒・’13年4月～’14年3月 野村證券㈱ 宮前平明生寮入居］
［韓国・早稲田大学・コニカミノルタ㈱ コニカミノルタパークアスパイアーズ寮］

［中国・学習院大学・ＳＭＢＣ日興証券㈱ 品川寮］
［韓国・立教大学・三井物産㈱ 新葛西寮］

［中国・学習院大学・帝人㈱ 帝人日野寮］
［中国・早稲田大学・ＳＭＢＣ日興証券㈱ 北千住寮］

⃝曲 金碩
⃝陳 偉
⃝楊 森
⃝王 牧青
⃝余 志理
⃝韓 雨時

［中国・名古屋大学・（一財）日本ガイシ留学生基金 日本ガイシインターナショナルハウス］
［中国・名古屋大学・㈱ノリタケカンパニーリミテド ノリタケハイツ］
［中国・法政大学・三井物産㈱ 新葛西寮］
［中国・明治学院大学・矢崎総業㈱ 矢崎川崎寮アネスト］
［中国・早稲田大学・ＳＭＢＣ日興証券㈱ 北千住寮］
［中国・早稲田大学・東急㈱ 宮崎台慎独寮］

［参加留学生（敬称略）：９名］

⃝陳 媚
⃝余 志理
⃝温 ビチャン

⃝韓 吉新
⃝張 麗麗
⃝譚 穎楠
⃝孟 琳書
⃝劉 肇川

⃝PIRIMOGLU BURAK

［中国・明治学院大学・富士ゼロックス㈱ ラフィネ小豆沢］
［中国・早稲田大学・ＳＭＢＣ日興証券㈱ 北千住寮］
［韓国・早稲田大学・コニカミノルタ㈱ 
 コニカミノルタパークアスパイアーズ寮］

［中国・早稲田大学・三井物産㈱ 新葛西寮］
［中国・大阪市立大学・㈱ノエビアホールディングス オリオノ５］
［中国・学習院大学・㈱みずほ銀行 目白寮］
［中国・東京大学・㈱大和証券グループ本社 亀有レジデンス］
［中国・名古屋工業大学・(一財)日本ガイシ留学生基金  
 日本ガイシインターナショナルハウス］
　　　　［トルコ・横浜市立大学・トヨタ自動車㈱ ビブレ仲六郷］

コロナに負けるな！

三浦 力氏

金 東一さん 温 ビチャンさん
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2020年8月11日

孟 琳書さん、紀 淑平さん

協会発行物協会事務局人事

2020 年度新規法人賛助会員

コロナ禍の中、本年も多くの法人企業の皆様、個人の皆様から寄附金を頂きました。厚く御
礼を申し上げます。尚、本年度の新規法人賛助会員の企業名は以下の通り（五十音順）

2020年3月26日（木）付で岡地 俊彦が事務局
長、同6月16日（火）付で理事・事務局長に就任
した。また、同年3月1日（日）付で中島 稔が事
務局次長に就任した。尚、同年3月31日（火）付
で前事務局次長の渡辺 道夫が退任した。
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協会を訪問して
くださった

社員寮入居
留学生のみなさん

Activity 5

Activity 6

Activity 7

Activity 9

Activity 8

櫻田会長、橋本理事長が経済同友会正副代表幹事会等で留学生
支援を呼びかける

2020年度定時評議員会を開催

2020年度第１回通常理事会、
臨時理事会を開催（書面決議）

2019年度第2回通常
理事会を開催（書面決議）

「太田篤さん追悼文集」を公開

　公益社団法人経済同友会の正副代表幹事会が6月15日（月）に開催され、橋本圭一郎理事長（経済同友会副代表
幹事・専務理事）が協会の活動について報告し、宿舎等の諸課題に直面している外国人留学生の社員寮への受入れ
や協会への協力・支援を呼びかけました。また、6月19日（金）に開催された経済同友会の幹事会においても、櫻田謙悟
会長（経済同友会代表幹事）が協会への協力・支援を力強く呼びかけました。

　6月16日（火）、2020年度定時評議員会が経済同友会事務局会議室で開催され、
「2019年度決算（案）」「評議員候補者の選任（案）」「監事候補者の選任（案）」
「理事候補者の選任（案）」が審議され、原案通り承認可決されました。選任およ
び退任された評議員、監事、理事は次の通り（敬称略、五十音順）。

　2020年度の第１回通常理事会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため対面でなく書面決議にて
開催され、「2019年度事業報告（案）」「2019年度決算

（案）」「2020年度定時評議員会の招集（案）」「理事
候補者の選任（案）」が5月15日（金）に原案通り承認さ
れました。また、臨時理事会も対面でなく書面決議にて
開催され、「専務理事（業務執行理事）の選定（案）」
が7月2日（木）に原案通り承認可決されました。

　2019年度第2回通常理事会が書面決議により開催され、
「2020年度事業計画（案）」「2020年度収支予算（案）」
「監事候補者の選任（案）」「事務局長の選任について」が
3月26日（木）に原案通り承認されました。

　2月7日（金）に死去された前専務理事・事務局
長太田篤氏の追悼文集を9月15日（火）に協会
HPで公開し、関係各位に送付しました。文集発
行の趣旨には、協会の運営に多大な貢献をされ
た小島邦夫氏（前評議員）を始め、多くの留学生
が賛同し、太田氏の思い出やエピソード、写真な
どを取り纏めています（写真）。今後も、皆様から
の追悼文を追加募集中です。協会事務局宛に
お問合せ下さい。

専務理事（業務執行理事）
篠塚 肇

理事・事務局長
岡地 俊彦

事務局次長
中島 稔

櫻田 謙悟会長 橋本 圭一郎理事長

［評議員］ ［理事］

［監事］

［評議員］
［監事］
［理事］

⃝伊藤 清彦
⃝桒山 信也
⃝濱口 敏行
⃝森田 典正
⃝横尾 敬介

⃝井上 正幸
⃝岡地 俊彦
⃝髙祖 敏明
⃝篠塚 肇
⃝橋本 圭一郎 理事長
⃝吉岡 知哉

⃝遠藤 勝裕
⃝斎藤 敏一 ⃝小島 邦夫

⃝米田 隆
⃝横尾 敬介

尚、退任された役員等は次の通り。

（元公益社団法人経済同友会事務局顧問）
（一般財団法人海外産業人材育成協会理事長）
（ヒゲタ醤油株式会社相談役）
（早稲田大学国際学術院教授）
（株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO）

（公益財団法人日本国際教育支援協会理事長）
（公益財団法人留学生支援企業協力推進協会事務局長）
（聖心女子大学学長）
（公益社団法人経済同友会執行役）
（公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事）
（独立行政法人日本学生支援機構理事長）

（株式会社整理回収機構監査役）
（株式会社ルネサンス代表取締役会長） （日本証券金融株式会社名誉顧問）

（米田隆法律事務所弁護士）
（株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO）

注）個人賛助会員、留学生OB・OG寄附等に関しては個人名掲載を控えさせて頂いております。

⃝株式会社アドバンテスト
⃝北関東綜合警備保障株式会社

⃝株式会社集英社
⃝豊田通商株式会社


