NAPの
就職支援活動と
SDGｓの取り組み
NAPは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

SDGsに共感し
推進しています。
優秀な外国人材を優良な日本企業に採用してもらい、彼らに日本
の仲間となってもらって、日本と母国の発展のために活躍しても
らう事を目指し活動しています。
ゴール

ターゲット例
4.4

2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起

業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。

質の高い教育を

4.7

みんなに

の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続

2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女

可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進する為に必
要な知識及び技能を習得できるようにする。

パートナーシップで
目標を達成しよう

全て

SDGｓ就職支援事業ご協力のお願い
現地教室運営

来日面接プログラム

NAPは、就職支援で頂いた採用費用を海外の人材を人材育成に
還元しています。海外人材の採用、教育、セミナーなどの活動
に一緒に加わっていただける企業を募集いたします。

留学プログラム

関連して、SDGｓに関する御社の活動にアイデアを提供します。

協力いただきたいこと

オンライン授業

各種奨学金
・イベントへの参加
会社説明会 イベント 交流会

・海外人材の採用
面接サポート

キャリアアップ
セミナー
・コラボレーション

過去に開催したイベント
SDGsセミナー

１００人セミナー
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法
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ZOOMセミナーの様子

◆実績◆
三菱商事(株)
大森機械工業㈱
月島機械㈱
日本信号㈱
住友林業㈱）
リコージャパン㈱
カシオ計算機㈱

埼玉県経営者協会
＜参加者の声 一例＞CSRとSDGsの重
要なことやこれらはどのようなことか
について詳しく理解できました。色々
な企業のため、我々の世界は自然災害

に立ち向かっています。災害対策とし
てCSRとSDGsについての知識は各自が
持つべきだと思います

ミャンマー現地で日本語を学習している学生が
日本の企業人と会話をしてみる機会を作るとともに
日本の経営者にポテンシャルの高い海外人材が
どのくらいいるか肌で感じてもらうためのイベント
を開催しました。

明確に違いますミャンマー理系TOP人材
昨年も

180名来日

方
法
２
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外
人
材
の
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用

高い学力と日本語力
上位１％くらいの人材！？

土木建築・電気機械
・IT人材豊富

世代の

大学は成績順で行先が決まるため成績優秀者

２

の医学・理工系は、世代の上位
％くらいに
集中します。その中でも優秀者がAJMMC※後述に集う。
※大学入学試験15歳の世代約100万人のうち、医学工科系学生は約2万人
そのなかでも、AJMMCでは人物成績を考慮して上位の人材を常に確保
しています。例えば、802教室ではGPA4.5以上の学生のみ入校可。
例えば、日本の世代人口に対する、国立難関１０校

北大/東北大/東大/東

工大/一橋/名古屋大/京大/阪大/神戸/九大は、世代人数120万人のうち
26,971÷1,200,000 ※2019年データ

2.2%

成績の良い者から人気の（就職し
やすい）学部に進むので、日本の
企業が必要とする専攻の学生は、
もともとポテンシャルが高いです。

他を知るほど納得

他海外人材との違い
真似のできない教育体制
ミャンマーには沢山の日本語学校があります。
AJMMC(提携)は、日本語学校ではありません。
延べ13年の経験に基づく日本語の実践トレーニ
ングの教室です。長年にわたる企業・学術団体
との交流を生かして優秀な人材を確保しユニー
クな教育方法で日本語の教育を続けています。
無料ですので、生徒を選んでいます。
マナーも重視し団体生活で孤立する人は自然と
スクリーニングされていきます。

※AJMMCで教育した学生の就職先

就職実績

穏やかな国民性
敬虔な仏教徒が多く、大人しく調和を重んじます。
言い得て妙な表現が「昭和の日本人」と言ったところ
でしょうか。
言葉のハンデがあるのに、
日本人でも難関の資格を早期
に取得して驚いています。

メーカー
人事担当

日本語以外日本人新卒者に負
ける所が見当たりませんね。

新技術を一人で修得してくれ
たので、新しい分野の仕事を
受注することが出来るように
なりました。

AJMMC
より

研究開発系企業
設計責任者

メーカー
社長

体力の面のツラさ、学習面で
音を上げることは特に女性は
ありませんね。リスクは、イ
ジメ・差別くらいじゃないで
しょうか。

・ウェザーニュース
・住友電設
・日本信号
・大成建設
・大成ロテック
・東亜建設
・矢作建設工業
・オリックスファシリテーズ
・成和リニューアルワークス
・青葉コンサルタント
・ドラムエンジニアリング
・アジア航測
・いであ
・セントラルコンサルンタント(派遣)
・福永設計
・インフラテック
・両備ホールディング
・パルテック(PALTEK)
・石田組
・インサイト (超音波診断)
・西原ネオ
・日本鉄塔工業
・エビナ電化工業

3８0名超の実績
BOSCH(ドイツ)
櫻護謨(さくらごむ)
デルタ電子(台湾)
千代田化工
日本都市整備株式会社
フラモ (ノルウェー)
株式会社スミカ
新三平建設(派遣)
アルファ水工コンサルタンツ
安藤・間(派遣)
五洋建設（派遣）
鹿島クレス（派遣）
富士通
Solize Engineerring
熊谷組(派遣)
大林組（派遣）
銭高組（派遣）
伊藤忠マシンテクノス、
バンテック(日立物流グループ)
ホッカイエムアイシー
スバル興業
相川鉄工工業

その他

＜埼玉県内＞ 23社41名 （2018年4月～2020年3月）
デサン MIKAMI ﾎｯｶｲｴﾑｱｲｼｰ 三幸製作所 山田マシンツール 古郡建設 平岩建設
荻野精機制作所 吉野電化工業 NITTOKU 秩父電子 秩父エレクトロン 八洲電業社
永井機械製作所 群馬精工 日本自動機工 大宮鍍金 関越建設 マスダック
国土防災技術 日本信号久喜 大成ラミック

勤勉な性格
大学の学費は高くありません。ですから、高学歴なことは、努力家で有ることの
証明と言っても過言ではありません。環境を与えれば着実に成長します。

高い英語力
大学の授業は英語で行われるため、大学生はかなりのレベルで英語を活用します。

続々
来日中
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法
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各種勉強会
ミャンマーの人材育成に協力したい企業
・講師から協力いただいて無料のスキルアップ
セミナーを開催中
さまざまなセミナーに相互に参加

イベント
大学の研究のための実地調査協力
海外人材交流に協力

新しいコラボレーションを常に募集中です。

一般社団法人NAPのご案内
( NAP Association )

日本の仲間を増やそう！
＜留学生は日本の力、地球の財産＞

NAPの目指すもの
NAPは海外ビジネス経験のある企業の退職者が集まり、留学生の就職支援、生活支援をボラン
ティアで行っている組織です。2008年にスタートして以来、経験豊富なＯＢによるアドバイスが、留
学生・大学から喜ばれ、セミナー、講座、授業等、年々認知度や活動規模が拡大しています。
私たちが目指すのは、日本の特殊な就職環境の中で就職活動を行う留学生と企業のミスマッチン
グを減らし、1人でも多くの留学生に「日本に来て良かった！」と言ってもらうこと。それが結果とし
て、日本の良さを世界に伝える一番の方法になると信じています。

代表理事/President

理事/Director

田口芳弘/Yoshihiro TAGUCHI

小山 茂 /Shigeru OYAMA
谷 一郎 /Ichiro TANI
山田健一/Kenichi YAMADA

＜業務内容/Business contents＞
・留学生の就職相談を主たる目的とした企業OBのボランティアネットワーク運営
・教育機関等と連携し、就職支援
・海外からの留学生受け入れと教育・就職・採用支援
・来日外国人 留学・就職支援
・海外人材招致活動と採用費用の還元スキーム運営
＊業務提携：JAPANTAG㈱職業紹介業（厚生労働大臣許可番号：13-ﾕ-303024）
西武信用金庫、神奈川経済専門学校 外語ビジネス専門学校
柏木実業専門学校、ABK学館日本語学校、与野学院日本語学校
(特法)日本ミャンマー交流協会
自治体関連受託実績

神奈川県の「働きたい」支援事業＆KANAFAN STATIONの運営
埼玉県国際交流協会「グローバル人材育成センター埼玉」事業

日本の良さと世界の良さの総合力発揮に貢献

support to international students for job hunting in Japan
Fund for Asia Human Resource Development
（１）多種多様な業界・会社出身の、経験豊富なＯＢスタッフ
経験豊富なＯＢスタッフが一人一人の学生を見極め、適格なアドバイスを
丁寧に行います。ＮＡＰにしかできない、ＮＡＰの一番の強みです。
（２）全国の有力大学との深い信頼関係と連携活動
全国の大学から頼られる存在になってきました。セミナーやシンポジウ
ム、最近では「日本事情」という授業までをＮＡＰが実施をしています。
（３）「信頼」「安心」な情報提供を目標
ＮＡＰの情報は「信頼でき、安心だ」というイメージが、留学生や大学に持
たれています。一重に、今まで一緒に活動いただいた企業様のお陰で
す。

経験豊富な
社会人ＯＢ
大学

留学生

「信頼の」
相談相手
支援
マッチング！
ＮＡＰ

企業等

ＮＡＰメンバーの主な出身企業
三井物産、住友商事、三菱商事、三井金属、富士通、ＩＢＭ、三菱電機、NHK、パナソニック、近畿日
本ツーリスト、三井住友銀行、王子製紙、大同生命、日本経済新聞、東芝、大成建設、三井住友建
設、青木あすなろ建設、出光、ＮＴＴデータ、三井住友海上、損保ジャパン、日本ユニシス、三井生
命、YKK、日立製作所、三井不動産リアルティ、日本ハム等

NAP活動実績 一覧
対大学様への活動実績

●大学セミナー、シンポジウム等
（2009年） 7/8東学大、11/26東大、12/1東大、12/3横国大、12/16東学大、12/18
千葉大12/7～12/11横国大相談会
（2010年） 1/16立教大ゼミ 留学生採用促進ｾﾐﾅｰ ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾘｽﾄ参加、10/20～
10/22横国大、11/8埼玉大、11/24・12/1・12/8東洋大、11/25一橋大小平宿
舎、12/13埼玉県留学生活用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：ﾊﾟﾈﾘｽﾄ発表
（2011年） 2/4国立大学留学生指導者会議参加、5月〜6月横国大講座８回、6/20埼玉大、
7/6母国Uﾀｰﾝｾﾐﾅｰ、7/7 海外進出企業留学生活用ｾﾐﾅｰ、10月 一橋大、千葉
大 11月東洋大、横国大 12月 母国Uﾀｰﾝｾﾐﾅｰ、
（2012年） 2/16 母国Uﾀｰﾝｾﾐﾅｰ 2/20 ｾﾐﾅｰ「留学生の就職・採用を考える」大学現場
の声 6/6英語会社説明会 6/11埼玉経営者協会ｾﾐﾅｰ、11月 国士舘大、11月
一橋大11/14一橋小平宿舎、12月 千葉大、横国大
（2013年）春秋 千葉大 横国大
（2014年）千葉大、KanafanStation、栃木県、東大、横国大、神奈川大
（2015年）千葉大、横国大、東大、上智大、外語ﾋﾞｼﾞﾈｽ、KanafanST
（2016年）横国大、神奈川県働きたい支援事業、GGＳ埼玉
（2017年）横国大、グローバル人材育成ｾﾝﾀｰ埼玉、神奈川県専門学校留
学生支援、西武信金ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ、一橋大小平、柏木実業
（2018年）横国大、大東文化大、西武信金ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ、
【テーマ事例】
◆セミナー例： 「就職活動の基礎知識」「日本で働くって？」
「What is 就活？」「日本企業の特徴」「就職活動とは」「会社の見方」「求人票の見方」「日本で
働くための基礎知識」
◆日本事情講義例： 「日本経済の歴史と現況の概要」「有名企業から探る日本企業の特徴」「日
本企業で働く基礎知識」「日本企業の海外進出」「企業の求める人材像」「日本の就職活動事情と
採用試験の内容」「企業研究の仕方・会社の探し方」
◆母国へのUﾀｰﾝｾﾐﾅｰ 「日系企業への就職状況、求められる人材、就活方法」、母国での起
業支援セミナー
ベトナム進出セミナー 「外国人留学性を活かす海外ビジネス」

情報提供大学様一覧

●各大学への留学生就職情報提供 下記６０大学以上
東京大学 横浜国大 千葉大学 埼玉大学 一橋大 東工大
東京学大 電通
大 長岡技科大 岐阜大 東北大 秋田大 福島大 山形大 群馬大 福島大 筑
波大 茨城大 新潟大 宇大 金沢大 山梨大 信州大 名古屋大 名古屋工大
京大 大阪大 神戸大 農工大 首都大 大阪府大 大阪市大 東京外大 APU
ICU
早大 慶大 法大 上智 中大 国士舘 拓大 明大 亜大 立大 東理大
東経大 東女大 青学大 学習院 成蹊大 明学 国学院 東洋大 駒大 日大
同大 関学 関西大 近大 立命館 神奈川大横市大等

学生向け個別相談会

●個別相談会
累計160回
開催場所
産業商工会館、東京日本語ｾﾝﾀｰ、文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ、渋谷文化総合ｾﾝﾀｰ、横国大、
東京学芸大、上智大、KanafanST等
参加学生在籍大学 100校
参加学生母国 95ヵ国
中国、韓国、台湾、香港、ﾏﾚｰｼｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾐｬﾝﾏｰ,
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾀｲ、ﾗｵｽ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏｶｵ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾗﾝ、
ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ,ﾙｰﾏﾆｱ、ﾍﾞﾗﾙｰｼｭ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、ｳｸﾗｲﾅ、ﾄﾙｺ､
ｽﾘﾗﾝｶ､ｲｽﾗｴﾙ、ﾊﾝｶﾞﾘｰ、ｼﾘｱ, ﾒｷｼｺ、ﾌﾗﾝｽ、ﾄﾞｲﾂ、ｲﾀﾘｱ、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｶﾅﾀﾞ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾍﾟ
ﾙｰ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、南ｱﾌﾘｶ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、
ｲｷﾞﾘｽ、ｱﾒﾘｶ、ｽｲｽ、ﾁｪｺ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾛｼｱ、ｷﾙﾊﾞｽ、ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ、ｾﾈｶﾞﾙ等

【企業様】 過去実績、お手伝い事例 （敬称略 順不同）

アサヒビール、カルビー、コクヨ、東洋エンジニアリグ、ＡＮＡ、ソニー、武田薬品工業、曙ブ
レーキ、富士ゼロックス、ＩＨＩ、NEC,ＮＴＴコミュニケーションズ、クラレ、タカタ、ミスミ、
ローソン、月島機械、兼松、三井住友アセットマネジメント、
古河電気工業、東急不
動産、富士通、新日鐵住金、東レ、三菱ふそうトラック・バス、伊藤忠商事、日立製作所、荏
原製作所、等

ABK COLLEGE
学校法人ABK学館
中
心
と
な
る
、
協
力
団
体
紹
介

ABK学館日本語学校

学校法人ABK学館 ABK学館日本語学校
東京都文京区本駒込2-12-12
E-mail:info@abk.ac.jp TEL:+81-3-6912-0756

ABKグループの学寮は、「互いに交流・理解し合い、
ABKネットワークは世界へ！活躍するABK出身者は１万名以上！
民族や国を超えて友情を
培うことができるように」
という願いをこめて運営

ABK COLLEGEは、「ABK*」で寮生活や日本語を学習した留学
生、そしてABKに関わった多くの方々のご寄附と献身的な協力に
より2013年に設立されました。当校の設立母体の財団法人アジ
ア学生文化協会は1957年に設立されて以来50年以上にわたり、
アジアからの留学生・研修生の受入れ、アジアの人材作りとその
問題解決に取り組み、1983年には財団法人アジア学生文化協会
日本語コースを開設し、このたび、新たにABK COLLEGEを開校
します。ABKが設立された頃は日本への留学生は3000人足らず
、いまや15万人を超えるまでになっています。また、ABKで育
った留学生および日本人学生OBは1万人を超え、世界中でその絆
を広げ、活躍しています。アジア諸国をはじめとする多くの国の
留学生がABK COLLEGEに集い、日本語を学び、友をつくり、絆
を深め、そしてアジア諸国の発展と平和のために活躍されること
を願ってやみません。
*「ABK」とは、アジア文化会館(Asia Bunka Kaikan)を指しま
すが、アジア学生文化協会のことも、留学生たちは親しみをこめ
て「ABK」と呼んでいます。
学校法人ABK学館 理事長
ABK学館日本語学校 校長
佃 吉一

お問い合わせ
一般社団法人NAP
〒113-0021
東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館 120
3-12-13 Asia-Bunka Kaikan Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 Japan
Tel +81-3-6902-0232
Mob 090-4052-0473 e-mail yytaguchi@nap-net.jp
URL http://www.nap-net.jp

