
令和2年9月1日更新

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会総会(10/21)
ハイブリッド会議

定時総会（5/26～6/2）
持ち回り審議

第１回（4/30）オンライン 第2回（6/12）オンライン
第3回（8/28～9/4)

持ち回り審議
　

第4回(10/14)
オンライン会議

第5回 第6回

第１回（4/24）オンライン 第2回（5/25）オンライン 第3回(6/8)オンライン 第４回(7/5) 第5回(8/4)オンライン 第6回(9/30) 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回

第1回キャリア委員会(4/30)書面審議

第1回国際交流委員会(5/14)書面審議
第1回教育連携員会（5/13)書面審議
第1回高大連携員会(5/15)書面審議
第1回FDSD委員会(5/8)書面審議

第1回学生交流委員会(6/24)オンライン
第2回国際交流委員会(9/25)
第2回学生交流委員会(9/29)

第2回教育連携委員会(書面審議)
第2回キャリア委員会(書面審議)
第2回高大連携員会(書面審議)
第2回FDSD委員会(書面審議)

第3回学生交流委員会
(11月)

教育連携委員会
(12/6)

第4回学生交流委員会
(2月)

第5回学生交流委員会
(3月)

 
コンソーシアム担当者連絡会

(10/21)

第１回（4/24） 第2回（5/25） 第3回(6/8) 第４回(7/5) 第5回(8/4) 第6回(9/30) 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回

    兵庫県中小企業家同友会（7/13) 兵庫県中小企業家同友会(9/14)

兵庫県中小企業家同友会
兵庫県商工会連合会

兵庫県中小企業団体中央会
(10/21)

兵庫県中小企業家同友会
兵庫県商工会連合会

兵庫県中小企業団体中央会
(1月活動報告予定）

　 　 関西経済連合会打合せ(6/10)
グローバル人材活用運営協議会2020年

度定時総会(関経連、7/30)
グローバル人材育成・活用委員会第1回

講演会(関経連、8/28)
　 　

広
報

① キャリアセンター対象の合同企業説明会 　
合同企業説明会

（協業：中小企業同友会）

➁ キャリアセンター対象の意見交換会 　 　 　 　 「経営者人事のパネルディスカッション」
「ひょうご就職サミット2022キャリアセン

タータイム」

➂ 中小企業バスツアー 　

但馬方面バスツアー
[兵庫県内魅力発見」動画作成
先端産業企業見学バスツアー

「兵庫県内先端企業紹介」動画作成

　 　

④ 学生対象の合同企業説明会
「モチベをあげる会」オンラインセミナー
(5/28)

「ひょうご就職サミット2022」

➄ 企業（社長）から学ぶ研修会 　 　 　

⑥ 企業（若手職員）から学ぶ研修会
「アフタコロナの社会に企業が欲しい人材
とは？」(5/28)オンライン

「合同模擬グループディスカッション」
「面接大作戦」

② 地域の活性化のためのUJIターン
就職の促進

（取組１） ① 県内企業の情報発信
兵庫県内協力企業78社掲載中

(2020年9月現在）

③ 大学進学者の県内残留と円滑な
高大接続

（取組１） ①
高大連携事業　 (ひょうご高校大学コンソーシア
ム)

　 高大連携新体制打ち合わせ(9/8)

④ 高等教育機会の偏在への対応 （取組１） ①
単位互換事業（集中講義、e-learning等教育プロ
グラムの開発）

ICT　Eラーニング1(Uela)トライアル開始

⑤ 地域の防災等を担う人材の育成 （取組１） ① 学生災害ボランティアネットワーク事業等
学生募集(10/1～10/28)
選考会議(10/31)

オリエンテーション＆
第1回研修会（11/7)
第2回研修会(11/15)
第3回研修会(11/22)

事前ヒアリング調査(11/28-29)

事前ヒアリング調査(12/5-6)
第4回研修会(12/13)
ヒアリング報告会(12/20)

活動内容プレゼンテーション
(1/10)

現地活動(2月～3月上旬） 振り返りの会＆修了式(3/20)

⑥ 地域で活躍できる人材の育成 （取組１） ① キッズフェスティバル
キッズフェスティバル(12/6)予定
第5回学生実行委員会（12/11)

⑦ 地域産業ニーズに対応した人材育
成

（取組１） ① 地域産業のニーズ調査

⑧ 地域企業経営者による実践的講
座の提供

（取組１） ① 地域企業経営者が講師を務める講座の開講
「モチベをあげる会」オンラインセミナー
(5/28)

「経営者人事のパネルディスカッション」

（取組１） ① ひょうご留学生インターンシップ
推薦学生ガイダンス(6/10)

オリエンテーション・事前研修1・2(6/29)
受入企業・団体でのインターンシップ

受入企業・団体でのインターンシップ
就職活動ガイダンス・事後研修

 報告会(9/19)

① 留学生向け・合同企業説明会 留学生合同企業説明会(6/24,25)

➁ 留学生採用の県内企業情報をHP公開（35社） 企業情報公開予定

➂ 日本語能力試験N1集中講座
日本語能力試験N1集中講座

(6/6,7,8）

④ ビジネス日本語講座
インターンシップガイダンス(6/10)

ビジネスマナー研修（6/27)
就活ガイダンス(9/19)

➄ 就職活動Q＆A講座

「外国人留学生のためのオンライン就職
活動セミナー」(5/14)
「アフタコロナの社会に企業が欲しい人材
とは？」(5/28)オンライン
「インターンシップ修了生との懇談会」
(6/10)オンライン

「推薦学生と企業の交流会」(6/13)

「先輩に経験を聞こう・ベトナム出身留学
生のためのオンラインキャリアセミナー」
(7/31)

⑥ 先端産業・企業見学バスツアー   

但馬方面バスツアー
[兵庫県内魅力発見」動画作成
先端産業企業見学バスツアー

「兵庫県内先端企業紹介」動画作成

➆ グローバル人材育成セミナー 　
グローバル人材育成セミナー

「外資×活躍する女性に聞くキャリアの作
り方」オンライン

⑧ 大学と企業との意見交換会
キャリアセンターとの意見交換会(4/27)オ
ンライン

 
大学と企業との意見交換会
「外国人材の活用・マネジメント×留学生
の成長を考える」オンライン

日本人学生と留学生交流企画（4/27) 日本人学生と留学生交流企画（5/1)
オーストラリア留学中の日本人学生と留

学生交流企画（6/17)
〇メンバー募集・企画実施

(通年ニーズ対応）
日本人学生と留学生との交流会

〇新規Team　G-Navi
「留学生チーム」

〇オンライン交流サロン”Let's Talk"(毎
週火曜日開催）
　(6/3,10,17,24)

〇オンライン交流サロン”Let's Talk"(毎
週火曜日開催）

　(7/1,8,15,22,29)

〇オンライン交流サロン”Let's Talk"(毎
週火曜日開催）
　(8/5,12,19,26)

〇オンライン交流サロン”Let's Talk"(毎
週火曜日開催）

　(9/2,9,16,23,30)

「留学生Team　G-Navi留学生間交流企
画」　オンラインサロン

”にほんごDeゴー”
(6/9,16,23,30)

「留学生Team　G-Navi留学生間交流企
画」　オンラインサロン

”にほんごDeゴー”
(7/7,14,21,28)

「留学生Team　G-Navi留学生間交流企
画」　オンラインサロン

”にほんごDeゴー”
(8/4,11,18,25)

「留学生Team　G-Navi留学生間交流企
画」　オンラインサロン

”にほんごDeゴー”
(9/1,8,15,29)

大学との連携・協業事業
(国際交流推進）

　甲南女子大学(6/24)

大学との連携・協業事業
(国際交流推進）

　甲南女子大学(7/22)
甲南大学キャリアカフェ共催(7/10)

大学との連携・協業事業
(多文化交流WS)
　甲南女子大学

外国人留学生向け就職セミナー　関経連
共催(5/31)

キャリアサロン(9/23 or 26) 英語でのキャリアイベント

　
第36回　「江戸の大衆メディア浮世絵」神
戸市外国語大学　李増龍氏　甲南女子大

学共催(6/29)

第37回「キャリアの羅針盤」能楽師上田宣
照氏　甲南大学共催（7/10)

第38回「Difference between Philippines
& Japan

on education 兵庫教育大学大学院
（8/28)

第39回「写心家」　Tanabe氏
(9/29)

第40回「はっぴーの家」 ろっけん 首藤
氏

第41回 第42回　学生 第４３回 第44回　学生（2/XX) 第45回

 

防災ワークショップ
関西学院大学　Club　Gerdie

防災セミナー（予定）

④ 地域連携プログラム
毎週金曜日実施

（6/12,19,26)
毎週金曜日実施
（7/3,10,17,24)

毎週金曜日実施
（8/7,14,21,28)

毎週金曜日実施
（9/4,11,18,25)

高校生対象WS(12/13) 高校生対象WS(1/10)

留学生・国際交流情報の発信事業・支援者ネット
ワークの体制整備

留学生のコロナ禍での状況把握のため
5/15～5/29毎日実施

　　加盟校留学生ニーズ把握

〇情報配信
関経連　新型コロナウイルス感染症関連

「緊急アンケート調査」
〇メルマガ

〇アンケート調査
新型コロナウイルス感染症：

加盟校と留学生「緊急事態宣言解除後：
アンケート調査」

〇加盟校ヒアリング（7/6,7,9,17)
芦屋大学、神戸学院大学

神戸芸術工科大学、甲南女子大学
神戸松蔭女子学院大学

（取組１） ① FD･SDセミナー　（人材バンク） FD・SDセミナー情報公開案内発信 神戸人材バンク活用紹介発信 FD・SDセミナー情報公開後期案内発信

（取組２） ① 「大学運営」に関する科目の受講支援
 「大学運営」科目の案内発信 開講(9/26)  ( 10/3,10,17,24,31)   (11/7,14)

後期

ひょうご産官学連携協議会　ロードマップ（令和2年度）

前期 中期

令和２年度

⑩ “ひょうご神戸”の特性を活かした
教育力の向上

中
長
期
計
画
課
題
へ
の
取
組

① 地域の活性化のための県内企業
就職率の向上

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
連
携

ひょうご産官学連携協議会（プラットフォーム）

自治体（兵庫県）との連携

産業界（兵庫県商工会連合会・兵庫県中小企業家同友会・兵庫県中小企業団体中央会）との連携

　産業界との連携の拡大

大学コンソーシアムひょうご神戸ＨＰの維持管理,プログラムの案内等（適宜実施）

（取組１）

（取組４）

（取組５）

⑨ “ひょうご神戸”の国際性を活かし
た
　　　　　　　　　　　　　　　　グローバル
人材育成

大学コンソーシアムひょうご神戸
（大学プラットフォーム）

総会（定時・臨時）

理事会

企画運営委員会

事業委員会

担当者連絡会

⑤

外国人留学生の活用と相互理解・共生推進Team
G-Navi メンバー企画

①

防災ワークショップ　オンラインゲーム　「Minecraft」マインクラフトで避難所を作ろう
関西学院大学栗田研究会共催

防災教育③

②
高度外国人材としての留学生向けキャリアサポー
ト


