
 

平成 31年 2月 8日 

愛  媛  大  学  
 

第2回“オールえひめ”で地域の未来をてらすダイバーシティ活用支援セミナー 

＋平成 30 年度「愛媛の大学と企業が育てる 

高度外国人材育成プログラム」修了式を開催します 

つきましては、ぜひ取材いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 
 

■第 2 回“オールえひめ”で地域の未来をてらすダイバーシティ活用支援セミナー 

＋平成 30 年度「愛媛の大学と企業が育てる高度外国人材育成プログラム」修了式 

 

日 時：平成 31 年 2 月 14 日（木） 14:０0～1７:05 

場 所：愛媛大学 南加記念ホール 松山市文京町 3 

第 1 部（14:０0～1５:００） 

 平成 30 年度「愛媛の大学と企業が育てる高度外国人材育成プログラム」修了式 

      第 2 部（1５:00～1７:05） 

 第 2 回“オールえひめ”で地域の未来をてらすダイバーシティ活用支援セミナー 

       ※タイムスケジュールは、別紙をご参照ください。 

  参加対象：企業関係者、教育関係者、留学生、日本人学生 

共    催：愛媛大学国際連携推進機構留学生就職促進プログラム推進室 

 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO） 

 
 

※送付資料５枚（本紙を含む） 

 

 
 

愛媛大学国際連携推進機構留学生就職促進プログラム推進室では、標記セミナー及び修了式を独

立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）との共催にて下記のとおり開催します。 

愛媛大学は中・四国で唯一文部科学省委託事業に採択されました。そのプログラムに参加し、

日本語学習、職場で求められる知識・技能習得に取り組んできた学生の平成 30 年度修了式を実施

します。引き続き、セミナーでは、関西領事団 事務局長 アンジェラ トロイアノス氏による基調講

演および高度外国人材の活躍・定着のため、大学・企業・地域がどのような取組を行い、いかに連

携することができるかについて、全体ディスカッションを行います。 

 日本の外国人労働者受入拡大の流れの中、「愛媛の大学と企業が育てる高度外国人材育成プログラ

ム」では、日本国内、とりわけ愛媛県内企業への就職支援に力を入れ、留学生を受け入れる企業と

の橋渡し役となるよう努めております。 

本件に関する問い合わせ先 

愛媛大学 留学生就職促進プログラム推進室 

TEL：089-927-8309 

E-mail：ryupro@stu.ehime-u.ac.jp 

PRESS RELEASE 

学生中心の大学 地域とともに輝く大学 世界とつながる大学 

  



第 2回“オールえひめ”で地域の未来をてらす ダイバーシティ活用支援セミナー 
＋平成 30年度「愛媛の大学と企業が育てる高度外国人材育成プログラム」修了式 

共催：愛媛大学国際連携推進機構留学生就職促進プログラム推進室 
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO) 

 
開催日時：平成 31年 2 月 14 日（木）14:00-17:05 
開催場所：愛媛大学 城北キャンパス 南加記念ホール 
受付：13 時 30 分～  
司会：一色 美和 （愛媛大学 国際連携推進機構 留学生就職促進プログラム推進室 

キャリアコンサルタント） 
進行：泉谷 道子 （愛媛大学 国際連携推進機構 留学生就職促進プログラム推進室 

副室長・推進コーディネーター） 
■ 開会 14:00-14:20 (20 分)    
 ・開会挨拶 仁科 弘重（愛媛大学  理事・副学長（社会連携・企画担当）） 
・実施報告  伊月 知子（愛媛大学 国際連携推進機構 准教授, 

留学生就職促進プログラム推進室室長） 
■ 修了式 14:20-15:00 (40 分) 
  平成 30 年度「愛媛の大学と企業が育てる高度外国人材育成プログラム」 
 ・修了式式辞・修了証書授与 杉森 正敏（愛媛大学 副学長（国際連携担当）） 
■ 基調講演 15:00-15:30 (30 分)  『多様な人材が活躍できる社会づくりのために』 

講師：アンジェラ トロイアノス氏  
（関西領事団 事務局長，株式会社結コンサルティング 代表取締役） 

■ 休憩 15:30-15:50 (20 分) 
■ 基調講演者との質疑応答   15:50-16:00（10 分） 
■ 全体ディスカッション    16:00-17:00（60 分） 

高度外国人雇用・活躍・定着に関わる有識者による情報提供と全体ディスカッション 
〇情報提供者：永松 康宏氏 
（独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）ビジネス展開支援部グローバル人材担当主幹） 
〇情報提供者：孫 璇氏（株式会社いよぎん地域経済研究センター 研究員） 
〇パネリスト：アンジェラ トロイアノス氏 

（関西領事団事務局長, 株式会社結コンサルティング代表取締役） 
〇モデレーター：小林 修 

（愛媛大学 国際連携推進機構 准教授,留学生就職促進プログラム推進室副室長）                            
■ 閉会 17:00-17:05 
・閉会挨拶 大野 晴秀（愛媛県 経済労働部 産業雇用局 労政雇用課 雇用対策室長） 

■ 懇親会 17:30-18:30  ＊受付 17:10～  
 ・会場 愛媛大学 城北キャンパス レストラン haco（ハコ） 
 ・開会挨拶 杉森 正敏（愛媛大学 副学長（国際連携担当）） 
 ・閉会挨拶 武田 壽 

（愛媛大学 国際連携推進機構 客員教授,留学生就職促進プログラム推進室 相談員） 
 



愛媛大学城北キャンパス マップ 

ダイバーシティ活用支援セミナー，修了式会場 

：愛媛大学南加記念ホール 

懇親会会場 

：愛媛大学校友会館１F 

レストラン haco 



+ 平成３０年度「愛媛の大学と企業が育てる
高度外国人材育成プログラム」修了式

第１部

第２部

14：00～14：20

平成30年度「愛媛の大学と企業が育てる
高度外国人材育成プログラム」修了式

15：00～17：00

基調講演 「多様な人材が活躍できる
社会づくりのために」

お申込み・お問い合わせ

愛媛大学 国際連携推進機構
留学生就職促進プログラム推進室

💻💻 http://ryupro.isc.ehime-u.ac.jp

第２回‟オールえひめ”で地域の未来をてらす

講師： アンジェラ トロイアノス
（関西領事団 事務局長）

ダイバーシティ活用支援セミナー

2 14 木
14:00 - 17:05

(開場･受付 13:30）

入 場
無 料

14：20～15：00

開会挨拶 仁科 弘重
（愛媛大学 理事・副学長（社会連携･企画担当））

実施報告 伊月 知子
（愛媛大学 准教授・国際連携推進機構留学生就職促進プログラム推進室長）

全体ディスカッション
情報提供者： 永松 康宏

（独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO） ビジネス展開支援部グローバル人材担当主幹）

情報提供者： 孫 璇
（株式会社いよぎん地域経済研究センター 研究員）

パネリスト： アンジェラ トロイアノス

17：00～17：05

閉会挨拶 大野 晴秀
（愛媛県 経済労働部 産業雇用局 労政雇用課 雇用対策室長）

■ 懇親会 17：30～18：30
会場： 愛媛大学校友会館1F

レストランhaco

参加費： ¥1,000

📧📧 ryupro@stu.ehime-u.ac.jp 📞📞089-927-8309 📠📠 089-927-8967

留プロ

共催：愛媛大学国際連携推進機構留学生就職促進プログラム推進室，独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)

多様な人材が活躍できる
地域社会とは？

外国人を雇用する際の
基本情報や手続きは？

外国人の長期定着の留意
点や事例は？

市内電車環状線「赤十字病院前駅」より徒歩2分
※会場には駐車場がございません。
公共交通機関をご利用ください。

会場：愛媛大学南加記念ホール

定員に達し次第申込締切

城北キャンパス（松山市文京町３）



講師・情報提供者プロフィール

Angela Troianos（アンジェラトロイアノス）
関西領事団事務局長
株式会社結コンサルティング代表取締役

アメリカ・シカゴ出身。イリノイ大学卒業後2007年に来日。日本政府協力
のもと諸外国の若者を地方公務員として任用する「JETプログラム」に参
加。2010年まで愛媛県の伊方町で過ごしたのち大阪に移り、2015年同志社
大学大学院ビジネス研究科を卒業。その後、神戸国際交流センターのチー
フコーディネーターとしてシンポジウムやフォーラムを主宰、特に「神
戸コミュニティフォーラム」では神戸在住の外国人と日本人を集め、同じ地
域住民として外国人も充分な市民サービスを受けられているか等、意見交
換・情報共有を行う。現在は、外務省から認定された関西圏の総領事および
名誉領事で構成する「関西領事団」の事務局長を務める傍ら、「株式会社 結
コンサルティング」を設立、行政や自治体、コミュニティに向けて人材育成
等のコンサルティング業務を行っている。

永松 康宏（ナガマツ ヤスヒロ）
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）ビジネス展開支援部
グローバル人材担当主幹

東京都出身。学習院大学法学部卒業後、1992年日本貿易振興会（現
日本貿易振興機構）入会。福岡貿易情報センター（94～96年）、フ
ランス・パリセンターディレクター（98～2002年）、海外調査部中
東アフリカ課長、企画部事業推進主幹（欧州・CIS担当）、福島貿易
情報センター所長、サンフランシスコ事務所次長（14～18年）を経
て、現職。現在は、高度外国人材の日本での活躍支援や日本中堅・
中小企業の海外展開における体制整備支援など多岐の業務に携わっ
ている。

孫 璇（ソン セン）
株式会社いよぎん地域経済研究センター研究員

中国・西安市出身。西安外国語大学日本語学部を卒業し、2002年から04年
まで、愛媛大学大学院法文学研究科に留学。帰国後、上海の大学に約10年
間勤務。2015年に再来日し、松山大学経済学研究科博士後期課程にて「中
国経済」を中心に研究。2018年に経済学博士号を取得し 、株式会社いよぎ
ん地域経済研究センターに入社、現在に至る。
主要論文は「長江デルタにおける労務派遣を巡る企業と労働者」「中国に
進出した日系企業の経営実態と今後の課題」等、14部。労務理論学会、愛
媛大学経済学会、中国科学技術翻訳学会に所属。
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