JICA Innovative Asia online short-term program（IOP）
<Career Development Program 企業交流会 募集要項>

1. 背景
2016 年 6 月に「日本再興戦略 2016」が閣議決定され、アジア諸国と日本との間の高度人材の環流と、これに
よるアジア全体のイノベーションの促進を実現するための諸施策を政府全体で進めていく旨が決められました。その一環
として、独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」）は、アジアの開発途上国 12 か国のトップレベル大学で IT、
IoT、 AI を中心とした科学技術分野及び工学分野に従事する優秀な学生に対し、ODA を活用した高水準の人
材育成事業への機会として「イノベーティブ・アジア」事業を実施することとなりました。本事業では、アジア 12 か国、特
定のトップレベルの大学を「パートナー校」として指定し、2017 年度から 5 年間で約 1,000 人の受入（⾧期・短期）
を目標としてまいりました。
しかし、2020 年度以降の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、⾧期・短期研修ともに来日困難な状
況が続いており、来日を前提として実施していた短期研修部分への影響が大きいことから、短期研修においては、研修
効果および成果を維持しつつ、母国から遠隔で研修に参加できる新たな施策が喫緊の課題となりました。
そこで、JICA はパートナー校の学生に対し、高い水準のイノベーション環境を有する日本の大学・研究機関における
研修や本邦企業におけるインターンシップ等をオンラインで実施し、交流の機会を提供することで、関連分野で実施さ
れている研究活動や日本の企業環境についての理解を深め、人脈形成と将来的な日本への進学、日本または現地
日系企業への就職等につながることを期待し、Career Development Program/Internship Program を実施
することとなり、Career Development Program の一環として、日本企業の皆様と直接交流できる企業交流会を
実施する運びとなりました。
本募集要項は、<Career Development Program 企業交流会>について、記載しています。
2. 目的
(1) 研修員が科学技術分野において高いイノベーション環境を有する日本の企業・団体の研究・事業活動や職場
環境について具体例を通して知る機会とする
(2) 研修員と企業・団体が相互に交流することにより、将来的な人脈形成のきっかけとする
(3) 研修員が日本での進学・就職に役立てられる情報を得るとともに、より明確な動機を持つことができるよう意欲
向上を促進する
3. 開催日時
(1) 2021 年 12 月 22 日（水）14:00～17:00
(2) 2022 年 1 月 14 日（金）14:00～17:00
※いずれか一日、もしくは両日参加も歓迎いたします。
4. 対象研修員
次の 6 か国の国籍または市民権を有するパートナー校在籍者または卒業生
カンボジア、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、タイ
5. 対象企業（団体）
1

(1) 日本に本社登録している企業（団体）であること
(2) 事業内容が IT, IoT, AI を中心とした科学技術分野及び工学分野に関連していること
(3) 東南アジア、南アジアの高度な理系人材との人材交流、採用や共同研究などを実施中または関心があること
(4) 英語対応が可能なこと
※参加に際して、JICA の定める信用調査にご協力いただく場合がございます。予めご了承ください。
6. 開催方法
オンライン(Zoom)
※企業様ごとにブレイクアウトルームをご用意いたします。企業説明、質疑応答等ご自由にご活用いただけます。
※各セッションに参加する学生のリストを事前に企業様にお渡しします。
7. 企業紹介動画について
企業交流会にご参加の企業様には、任意で 12/8（水）までに企業紹介動画（英語の音声または字幕付き・各
企業様 5 分以内）をご提出いただき、研修員へ事前資料として共有する予定でございます。（Youtube にてアク
セスパスワードつきで共有予定）
※企業交流会に参加されない企業様も紹介動画をご提供いただくことが可能です。
8. 企業交流会スケジュール
時間

内容

14:00-14:05

5分

開会の挨拶

14:05-14:10

5分

ブレイクアウトルームへ移動

14:10-14:40

30 分

企業交流セッション①

14:40-14:45

5分

休憩

14:45-15:15

30 分

企業交流セッション②

15:15-15:20

5分

休憩

15:20-15:50

30 分

企業交流セッション③

15:50-16:00

10 分

休憩

16:00-16:45

45 分

分野課題別セッション

16:45-16:55

10 分

まとめ

16:55-17:00

5分

閉会の挨拶

※研修員は各日 10:00～14:00 に Career Development 講座を受講の上、企業交流会に参加いたします。
9. 研修員の参加条件 ～ご参考まで～
次の 6 か国の国籍または市民権を有するパートナー校の修士／博士課程の在学生およ
国籍（対象国）

び卒業生
カンボジア、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、タイ

学位等

対象国のパートナー校の修士/博士課程の在学生および卒業生
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年齢

35 歳未満（2021 年 4 月 1 日時点）

英語能力

読み書き、会話において、プログラムに参加するために十分な英語力があること

分野

理系全般（IT, IoT, AI を中心とした科学技術分野及び工学分野）

プログラムへの理解
※いずれかに該当

身分

(1) 日本（現地日系企業）での就職を希望または強い関心のある者
(2) 日本の大学・研究機関への進学/協働を希望する者、または強い関心がある者
(3) 将来的に母国およびアジア圏の産業発展に寄与する意思のある者
応募時でパートナー校在籍中または卒業生のうち原則、民間人材または無所属であるこ
と
(1) Wi-Fi 環境など、リモートでのプログラムに現地から参加可能な環境を自身で整備で
きること
(2) いずれか一日の全プログラムに参加できること

参加環境

※午前中は研修員のみを対象としたプログラムを実施予定としております。
※企業交流会には両日参加する研修員もおります。
(3) 対象 6 か国からの参加を原則とする
(4) 応募時点と参加時点で居住国に変更がないこと

守秘義務など
経費・報酬・保険等

企業の求める守秘義務などの参加要件に同意・遵守できること
(1) JICA より経費負担や補助、保険等の付保は行われない
(2) 全てのプログラムは無償である

10. 説明会（企業交流会・インターンシップ） 参加申込みフォーム
2021 年 11 月 19 日（金）15:00-16:00
https://forms.office.com/r/hwQV9WRuNM
※受付締切:2021 年 11 月 17 日（水）
11. 募集スケジュール
2021 年 11 月 8 日（月）

説明会・企業交流会・インターンシップ申込受付開始

2021 年 11 月 17 日（水）

説明会受付締切

2021 年 11 月 19 日（金）

説明会

2021 年 12 月 3 日（金）

企業交流会・インターンシップ一次受付締切

2021 年 12 月 8 日（水）

企業紹介動画提出締切（任意）

2021 年 12 月 22 日（水）

企業交流会 1 日目

2021 年 12 月～2022 年 1 月

インターンシップ調整

2022 年 1 月 7 日（金）

インターンシップ二次受付締切

2022 年 1 月 14 日（金）

企業交流会 2 日目

2022 年 1 月～2 月

インターンシップ実施
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※インターンシップ詳細については、<インターンシップ 募集要項>をご確認ください。
12. 企業交流会 応募フォーム
https://forms.office.com/r/uU3M1xrmzu
※受付締切:2021 年 12 月 3 日（金）
13. 問い合わせ先
JICA イノベーティブ・アジア オンライン短期プログラム事務局
一般財団法人日本国際協力センター（JICE）
留学生事業第二部 留学生事業課
E-mail: inv-a.online@jice.org
電話: 080-4950-5856
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