
広島大学グローバルキャリアデザインセンター
コンソーシアム

人材セミナー
（通算　第１４３・１４４回）

テーマ：高度外国人材の日本におけるキャリアパス拡大と日本語の習得

開催概要

博士課程後期に入学して高度な研究に取り組む留学生

の中には、日本で就職や定住を希望する人が多くいま

す。こうした留学生達のハードルとなっている要件の１つ

が＜日本語の習得＞です。

日々の研究と日本語学習を両立させて、優れた日本語

能力を獲得した留学生たちは、学位取得後にどのような

キャリアを歩んでいるのでしょうか。

９月の人材セミナーでは、日本の企業と大学で活躍する

高度外国人材をお招きし、日本語能力を生かしたキャリ

ア開拓の実体験を、日本語と英語でお話し頂きます。

　開催日時・講師

　1回目：2022年9月22日(木)

　 14：35 � 16：05

ナレンドラ  サルダ 博士(学術)
(日立造船　プロセスエンジニア)

2回目：2022年9月27日(火)
14：35 � 16：05

平野  ミッシェル 博士(文学)
(安田女子大学文学部　助教）

参加申込・定員

本イベントへの参加には事前登録が必要です。下記

のリンクかQRコードにアクセスし、受付フォームに必
要事項をご入力ください。追ってアクセス情報が返送

されますので、当日までお手元で保管してください。

各回の定員は90名です。
※ キャンセルのご連絡は必要ありません。
※ アクセス情報の拡散はお控えいただきますようお願いします。

【１回目�2022.9.22�申込フォーム】　締切：開催前日

https://onl.sc/bk8FWYT

【２回目�2022.9.27�お申し込み先】　締切：開催前日

https://onl.sc/BZgQnsH

お問い合わせ

　　　　　　wakateyousei@office.hiroshima-u.ac.jp
（グローバルキャリアデザインセンター・田中）

2022年 9月
22日(木), 27日(火)
Zoom Meeting

https://onl.sc/bk8FWYT
https://onl.sc/BZgQnsH


Global Career Design Center, Hiroshima University
CONSORTIUM

JIN-ZAI SEMINAR
（Seminars on Human Resources , #143 & 144）

Title: Expansion of Career Paths for Highly Skilled Foreign Human Resources in Japan

and their Acquisition of Japanese Language

OUTLINE
Many international students who come to Japan to
enroll in PhD programs and engage in advanced
research hope to find jobs or settle down in Japan.
One of the hurdles for these international students is
the requirement to  acquire Japanese language skills.

What kind of careers are these students supposed or
available to achieve after obtaining both their PhDs
and high level of Japanese proficiency?

At the Jin-Zai Seminars this September, we will invite
high-level global human resources who are active in
Japanese industry and academia, and they will talk
about their career development experiences utilizing
their Japanese language skills. Speakers will give
their presentations in both English and Japanese.

DATES, TIMES & SPEAKERS
#1� September 22, 2022

14�35�16�05, JST

Dr. Narendra Sarda
Process Engineer, Hitachi Zosen Corporation

#2� September 27, 2022

14�35�16�05, JST

Dr. Hirano Michelle
Assistant Professor,Yasuda Women's University

APPLICATION & CAPACITY
Pre-registration is required to attend each event.
Please access the link or QR code for each event you
wish to attend and fill out the registration form. Your
access information will be sent back to you shortly, so
please keep it until you attend the event.
Each seminar is limited to 90 participants.
※ No cancellation notice is required.
※ Please refrain from spreading access information.

【#1 �2022/9/22�Application Form】Duedate: 9/21

　https://onl.sc/bk8FWYT

【#2 �2022/9/27�Application Form】Duedate: 9/26

　https://onl.sc/BZgQnsH

CONTACT INFORMATION
　　　　　　wakateyousei@office.hiroshima-u.ac.jp

（to TANAKA, Global Career Design Center, HU）

22 �THU�  &  27 �TUE�
SEPTEMBER 2022
Zoom  Meeting

https://onl.sc/bk8FWYT
https://onl.sc/BZgQnsH
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