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令和３年２月１日 
 

報道機関 各位                                    国立大学法人 東北大学 
独立行政法人 日本貿易振興機構（JETRO） 

 

 
 

【発表のポイント】 
○ 東北大学は、日本貿易振興機構（JETRO）及び東北イノベーション人材育成コンソーシアムとともに、昨

年に続き 3 回目となる外国人留学生等と外資系企業約 20 社との交流会を開催 
○ JETROのアンケート調査によると、日本で事業展開を行う外資系企業は、外国語でコミュニケーションの

できる人材の不足に苦慮している。一方で、日本学生支援機構の調査等によると、外国人留学生全体

のうち、日本特有の就活システムや日本語力に阻まれ日本で就職する留学生は約 3 割に留まっている。

今年度はコロナ禍の影響により、さらに厳しい状況。 
○ 今回の交流会は、外資系企業と外国人留学生双方が抱える課題解決の一つとして期待される。コロナ

禍によりオンラインでの開催となるものの、継続して実施。 
 
 
【概要】 

東北大学は、JETRO 及び東北イノベーション人材育成コンソーシアムとともに、東北地域に滞在する外国

人留学生等と JETROが日本での事業展開を支援する外資系企業約 20社との交流会を 2月 8日（月）14:00
から 17:45 まで開催します。東北大学と JETRO が外資系企業を対象とした交流会を行うのは 3 年連続となり

ますが、新型コロナ感染拡大の影響を受け、今年度は Web 形式による開催となります。 
  JETRO が毎年実施している「日本の投資環境に関するアンケート調査（2019 年）」によると、日本で事業

展開を行う外資系企業は、日本でビジネスを行う上での阻害要因の最上位に「人材確保の難しさ」を挙げて

います。人材確保面で“特に困難”な要因としては、「外国語能力のある人材の不足」という声が多く聞かれ

ます。 
  一方、日本学生支援機構の調査によると、外国人留学生全体のうち、卒業後の進路希望として、「日本

での就職を希望する」と回答した留学生は約 6 割に上るものの、日本特有の就活システムや日本語力に阻

まれ、実際に日本で就職する留学生は約 3 割に留まるなど本来の能力を活かしきれていない現状がうかが

えます。 
 こうした中、今回、日本に拠点を持つ外資系企業と次世代を担う多国籍留学生双方が抱える問題を解決

する手段として、外資系企業と外国人留学生との交流会を開催します。 
 今回は、オリンパス株式会社イノベーション推進室バイスプレジデント・東北大学客員教授の後野和弘氏

による基調講演の後、外資系企業約 20 社が自社 PR を行い、留学生等と交流を行います。 

 

外資系企業約２０社と外国人留学生の交流会を 
オンラインで開催（２月８日） 
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本イベントを通して、留学生に日本での企業選択の可能性を提示することで、今後のキャリアデザインの一

助となることが期待されます。また、我が国としても高度な専門性を身につけた人材の定着を通して、地域の

イノベーション興隆や多様性の深化は期待されます。 

 
取材いただける場合は、下記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 
 

 記 
 

イベント名：留学生・グローバル人材と外資系企業のための交流会 
日  時：2021 年 2 月 8 日（月）14:00～17:45 
場  所：オンライン（Zoom） 
主  催：日本貿易振興機構（JETRO）、東北大学 
共  催：東北イノベーション人材育成コンソーシアム（DATEntre） 
構  成：第一部 基調講演（14:10～14:40） 

「日本に拠点を置くグローバル企業が求める人材」後野和弘氏（オリンパス株式会社 
イノベーション推進室バイスプレジデント・東北大学客員教授） 
第二部 交流会（14:40～17:45） 

対象学生：東北地区の大学・大学院に在籍する外国人留学生など（定員約 200 名） 
参加企業：日本に拠点を構える外資系企業（約 20 社）※別紙参照 
言  語：英語・日本語 
参 加 費：無料 
参 考：「ジェトロ対日投資報告」（JETRO）2019 年度 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/invest/ijre/report2019/pdf/jetro_invest_japan_report_2019jp.pdf 
「ジェトロ対日投資報告」（JETRO）2020 年度 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/invest/ijre/report2020/pdf/ijre_2020jp.pdf 
「Career Connect：留学生・グローバル人材と外資系企業のための交流会」学生申込ページ 
https://datentre.ihe.tohoku.ac.jp/?page_id=2449 

 

 
 
            【問い合わせ先】 

JETRO 仙台貿易情報センター 
（担当：井上、白石） 
TEL：022-223-7484 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/invest/ijre/report2019/pdf/jetro_invest_japan_report_2019jp.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/invest/ijre/report2020/pdf/ijre_2020jp.pdf
https://datentre.ihe.tohoku.ac.jp/?page_id=2449


www.tohoku.ac.jp 

                               

  

別紙    

参加外資系企業リスト 

 

 
 

アルファベット順 

企業名
【英語】

親会社の所在地 企業URL 製造業 製薬業 情報通信業
電気・ガ
ス・熱供

給・水道業

学術研究,
専門・技術
サービス業

卸売・
小売業

複合サービ
ス事業・
その他

AIR LIQUIDE Japan G.K. フランス France industry.a i rl iquide.jp/a l j-profi le 〇

AstraZeneca K.K. 英国 UK www.astrazeneca.co.jp 〇

B&R K.K.
オーストリア
Austria

www.br-automation.com/ja/ 〇

Cambridge Consul tants
Japan Inc

英国 UK www.cambridgeconsul tants .com
/jp/home

〇

Caterpi l lar Japan LLC 米国 USA https ://www.caterpi l lar.com/ja .h
tml

〇
CES CHUUDEN  (JAPAN)
Co.,Ltd.

中国 China http://cescn.jp 〇

DKSH Japan K.K.
スイス
Switzerland

www.dksh.com/jp-jp/home 〇

DuPont Group 米国 USA www.dupont.co.jp 〇

Equinor
ノルウェー
Norway

www.equinor.com 〇

Ericsson Japan K.K.
スウェーデン
Sweden

www.ericsson.com/en/about-
us/company-facts/ericsson-
worldwide/japan

〇

Faurecia  Japan K.K. フランス France www.faurecia-japan.jp 〇
Hisense Japan
Corporation

中国 China www.hisense.co.jp 〇

i fm efector co., l td. ドイツ Germany www.i fm.com/jp 〇

Igenomix Japan, K.K. スペイン Spa in www.igenomix.jp 〇

MIMETAS
オランダ
Netherlands

mimetas .com 〇

NeoPhotonics
Semiconductor GK

米国 USA www.neophotonics .com 〇

Novartis  Pharma K.K.
スイス
Switzerland

www.novarti s .co.jp 〇

Satyam-Venture
Engineering Services
Private Limited

インド India www.satyamventure.com 〇

SICK K.K. ドイツ Germany www.s ick.com/jp 〇

Suez Water Service フランス France www.suez.com/en 〇

Syrius  Japan K.K. 中国 China www.syriusrobotics .com 〇

WhiteNarwhal  Japan K.K. 米国 USA www.whitenarwhal .com 〇

Wolt Japan
フィンランド
Finland

www.wolt.com 〇

World Kinect Energy
Services

米国 USA www.world-kinect.com 〇


