Aug 30th Asian Grassroots Roundtable in Singapore
-Award Ceremony and PanelWe are recruiting students and business people to participate in an award ceremony and
panel where viewpoints concerning the important topic: "How should Japanese
companies utilize Asian human resources and contribute to Southeast Asian
Countries?"
Summary:
Last year Bunkyo Educational Trust organized an international seminar between business
people, students from Singapore, and students from Japan. The seminar centered on the theme
of “career path”, and was held at the National University of Singapore (NUS) with seven
individuals attending on the Japanese side. Many students on the Singaporean side expressed a
keen interest in working in Japan, though not for a Japanese company but rather for a foreign
firm. However the representatives of Japanese firms in attendance stressed that their
organizations are actively looking to recruit foreigners.
Based on our finding from last year, this year’s seminar will further investigate this unfortunate
gap between Japanese industry and students in ASEAN countries

Roundtable Agenda (plan)
Date: August 30th (Saturday)
Time: 15:00-19:00
15:00: Reception
Panel: 15:10-18:30
Opening remarks: 15:10-15:20 Nakata Yukihiko (Bunkyo Education Trust COO)
Open Discussion
Keynote Speech:
15:20-15:25 Mr. Jimmy Ng (President of the Singapore-Japan Student Association
15:25-15 :30 Mr. Koyama (Marubeni Corporation, Manager of HR, ASEAN section)
Panel Discussion: 15:30- 18:00 Moderator: Mr. Taniguchi (Keio University School
of Commerce, 4th year “How should Japanese Industry Utilize Human Resources
in Asia? How Can They Contribute to Society in Asia?
Award Ceremony and Reception :18:30-19:30 (Essay awards and casual dinner)
Place: NUS meeting room
Fee: free for students and 50SGD for business people (includes buffet-style dinner）
Event Contact Information:
For more information, please contact Yukihiko Nakata, info@bunkyo-trust.org.

Bunkyo Education Trust.org:
Founded as a Tokyo-based NPO in 2001, through a wide variety of classes and programs BET aims to strengthen
communities through education. Over the past 10 years, BET has served more than 15,000 elementary and junior
high school students, helping them reach their future goals. Last year, BET dispatched 308 undergraduate and
graduate students to Bunkyo public junior high schools to operate after-school education support programs. BET
also operates 19 different English classes every Saturday for kids as well as adults. Last year the English classes had
over 3,200 participants. Last summer, BET has done a Summer Camp in Singapore with the Canadian International
School and Japanese Studies Society in NUS.

2014 年 6 月末日
NPO 法人文京教育トラスト事務局長 名方 幸彦

NPO 法人文京教育トラストは、昨夏シンガポールにおいて、現地のＮＵＳ(National
University of Singapore)の学生、日本人学生、そして日本のビジネスパーソンとのセミ
ナーを開催しました。テーマは「キャリアパス」で、日本側 7 名、シンガポール側 7 名で、
日曜日の午前中 3 時間と昼食会を実施しました。
結果として、現地学生の多くがキャリアパスの一歩として日本での就業を期待している
ものの、日本企業ではなく、日本で事業を営む外資系企業に就職したいとの希望を持って
いました。一方、出席した日本企業からは、本社スタッフとして外国人に少しづつ門戸を
開きつつあるので、積極的に応募してほしいとの意向があることなど双方の意見のギャッ
プが鮮明になりました。
昨年の経験を踏まえて、本年は、シンガポールの学生に懸賞論文

"How should Japanese companies utilize Asian human resources and
contribute to Southeast Asian Countries?"
「どのようにすれば日本企業は、アジアの人材を活用し、東南アジア諸国に貢献できるか」
を募集し、その発表と日本の学生、ビジネスパーソンとの意見交換、優秀者の表彰式パー
ティを実施することにしました。ご関心のある方の参加をお待ちしています。以下は概要
紹介です。
ＡＧＲ概要≪人選は予定≫
開催日：8 月 30 日(土)
時間：15：00～19：00
参加者：ＮＵＳ学生、卒業生、ビジネスパーソン、
パネル
15：00～18：30
開催挨拶
15：00～15：10 名方 幸彦(文京教育トラスト事務局長)
Open Discussion
基調スピーチ
15:10～15:15 Mr. Jimmy Ng(シンガポール日本留学生会会長)
基調スピーチ
15:15～15:20 日本企業人事マネジャー（調整中）
Panel Discussion 15:20～18:20 司会：谷口 毅（慶應大学商学部４年）
「どうすれば、日本企業はアジアの人材を活用し、アジア社会へ貢献できるのか？」
≪参加者間で自由に意見交換を行います≫
パーティ
18：30～19：30（表彰式、立食パーティ）
場所：ＮＵＳ 会議室
参加費：学生無料、社会人：SGD50 (ビュフェスタイル会食付き)
＊ＡＧＲは、少人数でゆっくり意見交換をすることを目的としています。参加者がしっかりと意見交換に参加してもら
う雰囲気をつくろうとしています。その結果、本音で意見交換ができればと考えています。参加企業のメリットとして
は、優秀な学生と直接話をすることで、彼らのネットワークの中に直接企業の皆さんが参加できることです。

主催者：NPO 法人文京教育トラスト 詳しくは、ＨＰ：http://bunkyo-trust.org/参照

