地域人材コース 第７期募集概要

地域名

北海道

地域事業名
北海道海外留学支援事業～道産
子海外留学応援プログラム～

採用人数
5名

募集締切日
※協議会への提出

募集対象者(地域独自要件一部抜粋)

平成29年4月21日(金) 本協議会に加盟している大学等に在籍する学生

※Uターン ※Iターン
×

×

17時必着

留学期間

コース

3か月以上 （1）農林水産業
6か月以内 （2）食関連・ものづくり産業
（3）観光産業
（4）環境・エネルギー産業

岩手県

いわて協創グローカル人材育成プログ
ラム

8名

平成29年5月12日(金) 本協議会に加盟している大学等に在籍する学生

×

×

17時必着

28日以上 （1）県産品販路開拓人材育成プログラム
6か月以内 （2）ものづくり産業海外展開人材育成プログラム
（3）交流人口拡大促進人材育成プログラム
（4）持続可能型地域づくり産業人材育成プログラム
（5）多様性地域人材育成プログラム

栃木県

長岡市

とちぎグローバル人材育成プログラム
（上級コース）

「米百俵の精神を受け継ぐ」長岡グ
ローカル人材育成事業

3名

平成29年5月8日(月) 以下の要件を全て満たす学生

×

×

3か月以上 （1）ものづくり・食農医分野
2年以内 （2）観光・地域づくり分野

×

×

28日以上 （1）ものづくりコース
2年以内 （2）情報・デザインコース

・栃木県内の大学等に在籍する学生

8名

・「とちぎグローバル人材育成プログラム」の共通科目
を６単位以上習得している又は今後習得できる学
生
平成29年4月21日(金) 長岡市内の大学等に在籍する学生
15時必着

（3）地域づくりコース

石川県

いしかわの明日の人材を育成する
実践的留学プログラム支援事業

4名

平成29年3月24日(金) 石川県内の大学等に在籍する学生
17時必着

×

×

28日以上 （1）「ものづくり×アジア」コース
1年以内 （2）「観光・地域文化×アジア」コース
（3）「グローバル展開×地域課題」コース

福井県 福井県地域グローバル人材育成事業

8名

平成29年4月28日(金) 本プログラムに支援コースを提供する福井県内の協
力企業から受入承諾書を取得した学生
17時必着

○

○

28日以上 （1）国際マーケティングコース〈市場・販路開拓〉
2年以内 （2）海外生産マネジメントコース〈生産管理・人材育成〉
（3）未来ものづくり創造コース〈先端技術・商品開発〉

静岡県 ふじのくにグローバル人材育成事業

5名

平成29年5月10日(水) 本協議会に加盟している大学等に在籍する学生

×

×

17時必着

28日以上 （1）ものづくり・地域産業コース
2年以内 （2）観光交流・地域活性化コース
（3）静岡と世界を繋ぐプロモートコース

三重県

航空宇宙産業分野の企業へ就職を
めざす人材の留学支援

6名

平成29年4月4日(火) 以下のいずれかに該当する学生
17時必着

○

×

・三重県内の大学等に在籍する学生

28日以上 （1）在籍大学等の推薦する提携校へ留学するコース
6か月以内 （2）応募学生が行先や内容を自由に決めるコース

・三重県出身で日本の大学等に在籍する学生
奈良市

「奈良を『開く』人材」グローカル人材
育成プロジェクト

4名

平成29年3月10日(金) 以下のいずれかに該当する学生
17時必着

※いずれも「航空宇宙産業の振興と発展」に関連する内容であること
○

×

・本協議会に加盟の大学等に在籍する学生

28日以上 （1）まほろば資源開発コース
6か月以内 （2）観光マネジメントコース

・奈良市在住で、居住地から通学圏内の大学に在
籍している大学生(学部生)

島根県

島根県グローカル人材育成支援事
業

6名

平成29年4月17日(月) 以下のいずれかに該当する学生
12時必着

（3）異文化マーケティングコース

○

○

・島根県内の大学等に在籍する学生

28日以上 （1）目指せグローカルエンジニア
1年以内 （2）島根産業の国際化（マーケット開拓）

・UIターンを希望する学生

（3）世界との縁結び（海外交流促進・観光客増大）
（4）事業主旨・目的に沿った学生オリジナルコース

岡山県

おかやま若者グローバルチャレンジ応
援事業

6名

平成29年4月7日(金) 岡山県内の大学等に在籍する学生

×

×

17時必着

3か月以上 「岡山県の持つ特色ある産業、技術、素材等について海外で認知度を向上させる」ために
1年以内
・在籍大学等の大学間協定等に基づく、単位認定等を含む大学での学修
・「岡山の認知度向上」をキーワードに将来を見据えた自身のテーマに基づく自身の実践活動

が計画されていること
徳島県

徳島県地域グローカル人材育成事
業

10名

平成29年5月8日(月) 徳島県内の大学等に在籍する学生

×

×

17時必着

28日以上 （1）続けノーベル賞！グローバル技術者コース
1年以内 （2）飛び出せ世界マーケット！グローバル営業マンコース
（3）やる気と国際感覚で！なんでもこなす人材コース
（4）海外で県内企業と働く！COC＋連携コース

香川県

香川地域活性化グローカル人材育
成プログラム

3名

平成29年4月21日(金) 以下の要件を全て満たす学生
17時必着

○

○

・香川県内の大学等及び香川県内と他県にキャンパ
スを持つ大学等に在籍する学生

28日以上 （1）香川県の成長エンジンとなる以下の６つの分野：
2年以内 「地域資源や伝統技術を活用した特長ある食品・バイオ関連分野」、「健康関連分野」、
「先端技術や基盤技術を活用したものづくり分野」、「エネルギー・環境関連分野」、
「高品質な農産物づくり分野」、「観光関連分野」

・在籍する大学等を卒業後に、香川県内の企業等に
就職することを強く希望する学生

世界とともに発展するSAGANグロー
佐賀県
バル人材育成事業

長崎県

長崎ブレークスルー(長崎グローカル人
財育成)プロジェクト

8名

平成29年4月24日(月) 以下のいずれかに該当する学生
17時必着

9名

（2）香川県の重点産業となる以下の５つのテーマ：
「希少糖産業」、「オリーブ産業」、「かがわ遠隔医療ネットワーク関連産業」、「ものづくり産
業」、「アート産業」
○

○

・佐賀県内の大学等に在籍する学生

28日以上 （1）県内ものづくり活性化のための国内外インターンシッププログラム
6か月以内 （2）唐津コスメティック構想の実現や県内農産品輸出促進・県内農業活性化のための
国内外インターンシッププログラム

・佐賀県に本籍があり、他の都道府県の大学等に在
籍する学生

（3）やきものを中心としたアートやアートプロジェクトによる地域振興のための
国内外インターンシッププログラム

・上記いずれも該当しないが、本プログラムの参加を
通じて、佐賀県内企業等への就職を強く希望する学
生

（4）佐賀県が撮影誘致する映画・映像制作における国内外インターンシッププログラム

平成29年4月21日(金) 長崎県内の大学等に在籍する学生

（5）佐賀県地域の活性化につながるグローバル課題解決型プログラム
×

×

17時必着

28日以上 （1）長崎とインドをつなぐビジネスマッチング、長崎県産品販売プロジェクト
1年以内 （2）長崎とASEANを対象としたビジネスプロジェクト
（3）長崎へのインバウンド(特に中国、韓国)増大プロジェクト

熊本県

「熊本と世界をつなぐ」グローバル人材
育成事業

5名

平成29年4月28日(金) 以下のいずれかに該当する学生
17時必着

○

○

・熊本県内の大学等に在籍する学生

28日以上 （1）熊本と上海をつなぐ”ビジネスマッチングプロジェクト”
2年以内 （2）熊本と中国つなぐ”観光客増大プロジェクト”

・熊本県に本籍を有し又は熊本県の高等学校を卒
業し、現在熊本県以外の大学等に在籍する学生

（3）熊本とマレーシアをつなぐ”熊本良品販路開拓プロジェクト”

・在籍大学等を卒業後、熊本県の企業等に就職す
る等、将来の熊本県の発展に貢献することを希望す
る学生

（5）熊本と台湾・高雄市をつなぐ”交流促進プロジェクト”

（4）熊本と韓国をつなぐ”観光客増大プロジェクト”

（6）熊本と香港をつなぐ”熊本良品販路開拓プロジェクト”
（7）熊本と欧米をつなぐ”交流促進プロジェクト”

大分県

大分県地域グローバル人材育成・定
着事業

6名

平成29年5月15日(月) 大分県内の大学等に在籍する学生

×

×

17時必着

28日以上 （1）半導体ビジネス分野
5か月以内 （2）林業(建築・デザイン)関連ビジネス分野
（3）観光関連ビジネス分野

宮崎県 みやざきグローカル人材育成事業

5名

平成29年5月8日(金) 以下のいずれかに該当する学生
17時必着

○

×

・宮崎県内の大学等に在籍し、将来の宮崎の発展に
貢献することを希望する学生

28日以上 （1）フードビジネス分野
3か月以内 （2）観光分野
（3）ＩＴ分野

・宮崎県出身で日本国内の大学等に在籍し、将来
の宮崎の発展に貢献することを希望する学生

沖縄県

沖縄からアジアへトビタテ！留学
JAPANプロジェクト

9名

平成29年5月8日(月) 以下のいずれかに該当する学生
17時必着

・沖縄県内の大学等に在籍する学生
・沖縄県に本籍を有し且つ日本の大学に在籍し、沖
縄県への貢献意識が強い学生

（4）起業分野

○

○

(本籍有)

(本籍有)

約3か月
※日付指定有

（1）国際観光人材(サービスイノベーション)
（2）国際IT人材(ブリッジSE)
（3）国際物流人材(中継貿易)
（4）地域発展人材(※分野自由)

