とちぎグローバル人材育成プログラム共通科目

キャリア合宿セミナー２０１８日程案
豊富な経験を有する講師とともに、働くとは何か、そして仕事と地域や世界とのつながりに
ついて考えます。テーマ別の分科会ごとに、ワークショップやディスカッションを取り入れ
た、合宿形式の集中授業です。

グローバル時代のキャリア形成を考える

国際キャリア
募集
教育プログラム
参加者

＜国際キャリア教育、International Career Seminar共通＞

２日目

１日目
9：00～ 9：30

受付

7：30～ 8：20

朝食

9：30～ 9：45

開講式／オリエンテーション

8：30～12：00

分科会

9：50～12：00

全体講義／ワークショップ

12：00～12：50

昼食

12：00～12：50

昼食

13：00～15：30

分科会

13：00～13：20

趣旨説明／発表のプレゼン方法説明

15：30～17：30

分科会まとめ／中間発表準備

13：20～15：20

パネルトーク

17：30～18：30

中間発表

15：50～17：50

分科会

18：30～19：30

夕食

18：30～20：00

交流会

19：30～21：30

発表準備（自由）

宇都宮
IC

至日光 新里
街

119

12：20～13：10

昼食

13：20～15：00

振り返り／意見交換／全体総括 等

15：00～15：15

閉講式

3

ヤマダ電機
護国神社

駒生陸橋

鹿沼街道
至鹿沼
鹿沼
IC

コジマ

作新学院 桜二

鶴田陸橋

6

滝谷町

東京インテリア

123

市役所
119

至川口
■交通のご案内
●東北自動車道
・鹿沼ICより 9.5km
・宇都宮ICより9.0km

カンセキ
宇都宮環状線（宮環）

壬生
IC

至栃木 至小山

至上野

参加費：12,000円（食費、宿泊費込）
会 場：コンセーレ（栃木県青年会館）
宿 泊 ※JR宇都宮駅西口からバスで15分程度
詳細はホームページでご確認ください！！
国際キャリア教育プログラム

宇都宮・上三川
IC

検索

http://www.kokusai.utsunomiya-u.ac.jp/career-program/
※「国際キャリア教育」及び「International Career Seminar」は、栃木県からの支援を受けて大学コンソーシアムとちぎが開講する
「とちぎグローバル人材育成プログラム」の共通科目として、宇都宮大学が実施するものです。

●JR宇都宮駅（路線バス コンセーレまで4.7km）
・関東バス「作新学院駒生行き」
（⑥⑦番のりば）
・東中丸バス停下車（コンセーレ前）

申込方法：１.申込フォームから（http://www.kokusai.utsunomiya-u.ac.jp/career-program/registration/）
２.申込用紙の送付（申込用紙請求先メールアドレス：kokuca@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp）
申込開始：2018年５月７日㈪
申込締切：2018年７月９日㈪（定員になり次第締め切ります。）
分 科 会：原則先着順としますが、人数に偏りがある場合は調整させていただきます。
（期限までに振込がない場合はキャンセル扱いとなる場合があります。）
参加費振込：申込受付後、事務局からメールにて連絡致します。

問い合わせ先
国際学部

共通事項

至小山

申し込み方法

宇都宮大学

～８日㈪ 15：15

http://www.concere.jp/

121

４

北関東自動車道

都賀
IC

定 員：60名（先着順）

４

さつきロード

栃木都賀
JCT

定 員：60名（先着順）
JR

東武
宇都宮駅

平成通り

2018年10月６日㈯ 9：30

４

競輪場通り
県庁

松原三

交番

雨情陸橋

東北
自動
車道

バスで宇都宮駅・大学に移動・
解散（現地解散も可）

70

2018年９月15日㈯ 9：30

至真岡

全体発表

至大谷

日 時

至水戸 至真岡

10：00～12：20

コンセーレ

宇都宮駅

発表準備

宇都宮環状線（宮環）

栃木街道

9：00～10：00

足銀本店

朝食

日 時

至仙台

平成ミレニアムアンダー

7：30～ 8：20

15：30

道

国際キャリア教育

International
Career Seminar

～17日㈪ 15：15

至日光
道路
宮北
宇都

３日目

至福島

2018 合宿セミナー開講！！

〒321-8505 栃木県宇都宮市峰町350 TEL.028（649）5172／FAX.028（649）5171
E-mail kokuca@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

主
後
協

催：大学コンソーシアムとちぎ、宇都宮大学
援：（公社）栃木県経済同友会、
（公財）栃木県国際交流協会、NPO法人 宇都宮市国際交流協会、
いっくら国際文化交流会、JICA筑波
賛：（一財）栃木県青年会館、（公財）あしぎん国際交流財団、キリンビール（株）栃木支社

国際キャリア教育
義
全体講

International Career Seminar Globalization and Glocalization

グローバル時代のキャリア形成を考える

混迷の時代の国際キャリアを考える
－真のグローバル人材に必要な条件－
講師：重田
宇都宮大学

康博（しげた

国際学部

やすひろ）

教授、国際キャリア教育運営委員会委員長

プロフィール：
1956年生。北九州市立大学大学院社会システム研究科博士後期課程修了（博士・学術）。国際協力推進協会（APIC）主任研究員、クリスチャン・エイド
客員研究員（イギリス・ロンドン）、NGO活動推進センター（現、国際協力NGOセンター、JANIC）主幹等を経て宇都宮大学国際学部教授、国際学部
附属多文化公共圏センター副センター長、専門は国際開発研究、国際NGO研究。国際協力NGOセンター政策アドバイザー。開発教育協会評議員、JVC
とちぎネットワーク代表。CMPS福島乳幼児妊産婦プロジェクト・アドバイザー。著書に『NGOの発展の軌跡』
（明石書店 2005）、
『国際NGOが世界
を変える』
（共著、東信堂 2006）、
「第４章ミレニアム開発目標」田中治彦編著『開発教育－持続可能な世界のために』
（学文社 2008）、
『激動する
グローバル市民社会－慈善から公正への発展と展開』
（2017）他。

講師：石川

尚子（いしかわ

ひさこ）

オリオンコンピュータ株式会社 代表取締役、オリオンIT専門学校 理事長

D. 国際協力・国際開発を仕事にすること
考えて見ませんか？
講師：福村

一成（ふくむら

宇都宮大学農学部

農業環境工学科

かずなり）

准教授

分科会内容：

分科会内容：

ゼロから起業した経験の中で、継続することの大切さ・変化する勇
気・チャンスを生かすコツを体験談をもとにお話しさせていただきます。その中か
ら、今の時代にマッチした実践の形を、皆さんと考えていきます。
プロフィール：
栃木県立今市高等学校卒業後、地元企業に就職。いくつかの職業を経験の後、最後

仕事としての開発協力には何が必要？「途上国に貢献！」の強い
思いで仕事は可能か？
てなことを考えながら、これからの学びや研鑽の具体的な目標を描き、最後は「何
とかなるなぁ」と感じてもらえることを目指したい。
プロフィール：

設立。その後2005年オリオンIT専門学校設立。現在、アジア圏の留学生に沢山学

チオピア）に参加。その後、JICA筑波農業センター研修指導員、東京農工大・ア

の仕事で出会ったコンピュータの可能性を感じ、1998年オリオンコンピュータ㈱

香川大学農学部卒業、建設コンサルタントを経て、青年海外協力隊（農業土木・エ

んでいただいております。

リゾナ大大学院、JICA短期専門家、などを経て2000年より宇都宮大学農学部。専
門分野は土壌物理、土壌中の物質移動、農地保全、乾燥地の節水かんがいなど。

国際協力・国際貢献

Ｅ. 防災から多文化共生について考えよう

講師：西森

講師：飯塚

光子（にしもり

分科会内容：

みつこ）

東京事務所

民際協力担当

宇都宮大学

明子（いいづか

留学生・国際交流センター

分科会内容：

講師がこれまで経験してきたスリランカおよび東京事務所での業務
を紹介しながら、民際協力（国際協力）に必要なことは何か一緒に考えます。
プロフィール：

あきこ）
助教

国立国会図書館に勤務の傍らＮＧＯのボランティアを経験した後、ケニアでのイン

日本で暮らすことは、自然や災害と共生すること。まず日常生活と
防災について考えた後で、外国人や多様な背景を持つコミュニティにおける防災に
ついて皆さんと一緒に考えたいと思います。
プロフィール：

京事務所でスリランカ、マレーシア、石巻での事業を主に担当。英イーストアング

海外災害復興支援に従事。オランダの大学院で国際協力を学び、ベトナムに３年間

ターンを経て、スリランカでの現地駐在員として内戦復興事業を担当。帰国後は東
リア大学開発経済学修士号取得。

米国の大学を卒業後、インドのNGOでのインターンシップを経て、神戸のNGOで
駐在しコミュニティ防災事業に従事。その後、京都大学で地球環境学博士を取得
し、スリランカに４年間駐在し防災分野の官民連携事業を運営。昨年４月から宇都
宮大学留学生・国際交流センター。兵庫県出身、２児の母。

国際協力・国際貢献

Ｆ. 違いを強みに変えるコミュニケーション

特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター
調査研究・政策提言／南アフリカ事業担当

特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク 代表理事

直子（わたなべ

なおこ）

分科会内容：

同じ物事でも人によって捉え方は様々。これは国際協力の現場にも当てはまりま
す。分科会ではワークショップなどを通じて自分のものの見方を意識化、将来どの
立場で何をしたいのか、そのために必要なことを考えます。
プロフィール：
イギリスの環境保護NGO勤務、日本の大学院を経て、2005年南アフリカ事業担当

としてJVCに参加。2010年度より同国現地代表を経て、2012年度より再び現

職。2013年からモザンビーク小農組織との合同調査を開始、現在までに９回の現

地調査を行う。アフリカ、ブラジルの市民社会組織とともに、国境を超えたアドボ
カシー活動を展開している。

分科会

分科会講師は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

中級以上 Intermediate Work Session（TOEIC550点程度以上から）
異文化理解コミュニケーション

A. Taking Peace Seriously：
Towards the Understanding of UN Peace Operations
講師：Hiroshige Fujii

藤井

広重

宇都宮大学 国際学部 助教、元内閣府国際平和協力本部事務局 国際平和協力研究員
分科会内容：

The aim of this course is to deepen our understanding of
post-conflict situations through UN peace operations. Upon completion of
this course students will be able to clarify five types of peace operations.
This will help you advance your own career development in the field of
peace activities.
プロフィール：
LL.M (International Human Rights Law), Adv.LL.M (International Criminal Law), Ph.D. Candidate
and a member of UNU Global Leadership Training Program, Fujii was a visiting fellow at the
University of Cape Town in 2016. He has professional experience in the Philippines, Ghana and
the Netherlands, as well as being engaged in UN Peacekeeping Operations as a Program
Advisor in Japan’s Cabinet Office. The Japanese Government dispatched Fujii to Mali
Peacebuilding Center as an expert of International Criminal Justice in July 2015.

D. Let’
s Make Short Speeches for
Developing Your Communication Skills.
講師：Kiyoshi Saito
農学部 農業経済学科

斎藤

教授

潔

分科会内容：

The purpose of this class is to provide a mutually supportive
and positive learning environment in which every class member has
opportunities to develop communication and leadership skills which in turn
foster self-confidence and personal growth. The workshop will be based on
group work and discussion.
プロフィール：
Kiyoshi SAITO has been a professor of farm management science, department of
agricultural economics, Utsunomiya University since 2000. My research field is
“Agribusiness in American agriculture”. I was a visiting professor of Iowa State
University, USA in 2006/07. At that period, I had met Toast masters club which
provides communication and leadership programs. In this seminar class, I will use this
program for improving your communication and leadership skills.

国際ビジネス

B. Maximizing Individual Choice and Capabilities
by Building Transnational Careers

E. Start Your Own Business

宇都宮大学

Dave and Amy English School
英会話スクール経営者、講師、テキストブック執筆者、ゲーム開発者

講師：Ana Sueyoshi
国際学部

准教授

スエヨシ

アナ

分科会内容：

The mobility of Japanese born/raised Peruvians between Japan and
Peru expands their range of choices as it allows them to take advantage of
employment, education and investment opportunities in both countries.
Discussion will be focused on capability building and how it leads to the creation
of authentic freedom to choose meaningful careers and lives that the Japanese
born/raised Peruvians value.
プロフィール：
Prior to taking my current position, I worked as researcher, economic consultant and
economic advisor in Peru. After my studies at the Graduate School of International Political
Economy （GSIPE）, Tsukuba University, Japan, I joined the School of International Studies,
Utsunomiya University, where I am in charge of Latin American Studies. My research interests
include Latin American economy, the link between higher education and employability in the
APEC region, and Nikkei workers in Japan and Nikkei returnee children in their homeland.

講師：David Long

デービット

ロング

分科会内容：

How can you use your skills and know how to make a business? I will give
you some examples of our successes and failures using our skills in
soccer, music, retail, and language schools. Let's discuss how you can
apply your skills to make your business grow.
プロフィール：
I came to Japan from Liverpool in 1996 with a small backpack. Now I have a wife, two
soccer mad children and we run a number of English schools in Saitama. I believe in
searching for a job and life that best suits your skills and makes you happy and
fulfilled.

異文化理解コミュニケーション

C. NGOにとっての国際協力
～あなたはどこから世界を見る？～
講師：渡辺

一彦

プロフィール：
Kazuhiko YOSHIDA, descendant of Emishi and Yamato from Rikuzen-Takata, is a learner/user and instructor/researcher of foreign languages. He lived in
France as a student and in Pakistan and Thailand as a Japanese language teacher. After receiving a Ph.D. in linguistics, he has been teaching linguistics and
multilingual communication at Utsunomiya University since 2003. Although he has visited over 30 countries and worked with people of a hundred different
nationalities, he is consistently amazed by the diversity of the world.

多文化共生と日本

多文化共生と日本

B. 民際協力：復興から地域の自立的発展に向けて
特定非営利活動法人パルシック

教授

国際協力・国際貢献

国際協力・国際貢献

A. ゼロからの挑戦：チャンスはつかむもの

国際学部

吉田

全体講義内容：
In this session we will rethink our everyday communication, examine linguistic facts and discover things that motivate us
to speak to someone else. We will emphasize verbal communication and social skills. The abilities we realize throughout the session are
expected to be useful for the entire seminar.

入門 Introductory Work Session

分科会講師は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

国際ビジネス

講師：Kazuhiko Yoshida, Ph.D
宇都宮大学

全体講義内容：
今世界は混迷の時代と言われています。その混迷の時代を生きるための真のグローバル人材とは何か、その必要な条件を具体的な事例を示しながら
紹介し、国際キャリア形成について考えます。

分科会

Let’
s Start by Asking Ourselves Why We Communicate

義
全体講

講師：岩井

俊宗（いわい

としむね）

分科会内容：

人間関係の構築においても、また違いを強みとして活かしていく上
でも基本となるコミュニケーション。相手の心を開かせ、真の情報を引き出してい
く質問力や関わり方の他、人との関わりの求心力となる提案力を議論と演習を行い
ながら、実践的に身につけていきます。
プロフィール：
1982年宇都宮生まれ。宇都宮大学国際学部卒。大学では国際協力における住民主
導の開発と市民組織を専攻。その後、NPO、NGOを支援するセンターでボラン

ティアコーディネーターとして勤務。08年若者の力を活かして地域の課題解決・
活性化の加速するコーディネートを専門とするNPO法人創設し、現在まで代表を
務める。多くの市民の巻き込み地域課題に向かう事業の創出・支援に取り組む。

国際ビジネス

国際協力・国際貢献

C. International Development and Cooperation
Work －Your Future Has No Limitation！－

F. Discover Your Strengths

国際開発ソリューションズ

グーグル合同会社 Google Cloud

講師：Sae Osawa 大澤

小枝

教育コンサルタント

講師：Jack Kwok

ジャック

クオック

上級クラウド ソリューション マネージャー

分科会内容：

分科会内容：

プロフィール：
Sae OSAWA has a 15-year-career in International Development as Education Specialist.
Having two master's degrees: Educational Planning and Mediterranean Studies（mainly
Middle Eastern Area Studies）from the University of London. She has worked mainly in
the Middle East with different UN organisations such as UNICEF, UNHCR and UNRWA,
NGOs and JICA. She is currently working for a project in Lebanon on improving School
Based Management in five pilot schools with the Ministry of Education.

プロフィール：
Jack Kwok is a Googler working on helping enterprises to adopt new technologies and
innovations to transform their traditional work style to “Work the way you live,” by
creating a working environment for empowering employees to become more creative
and collaborative in order to gain the full power of their potential. He believes that
technologies and innovations are important elements to improve human life and
provide opportunities so that everyone can access and gain knowledge that was not
so easy to access in the past.

Participants will discuss different career paths in international
development, global issues（with a focus on education）
, required competencies
and motivations. In this workshop, participants will present a simple plan
as a start of their career steps.

In this session you will have an opportunity to rediscover
yourself and to know what your strengths are, which will help to prepare
you for your next exciting journey.

