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ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバル

タレント株式会社（本社：東京都新宿区、以下「当社」）の代表取締役・横川友樹が、2022 年 9 月 8 日（木）

に、大規模イベント「外国人活躍支援サミット 2022-活躍支援リーダー40 企業が導く 10 セッション-」に登壇いたします。

【本件のポイント】 

 

【本件の概要】 

 年に 1 度開催される「外国人雇用協議会」主催の

大規模サミットが、今年はオンラインで 9 月 8 日

（木）に行われます。 

今回は、元法務大臣の山下貴司氏や国際政治学

者の三浦瑠麗氏の基調講演をはじめ、同協議会会員

企業のリーダーが集結し、8 つのセッションが行われま

す。 

 

 

当社代表・横川は、人事・人材会社・教育機関必見のセッション「主要外

国人求人メディア経営者が明かす質の高い外国人社員を採用するための秘

訣」に、外国人向けの求人メディアの運営や採用支援などを行っている企業の

方々と下記テーマについて話す予定です。 

 

・人材の流動化社会を迎え、日本はなぜ「求人サイト」がメインなのか 

・企業が求める外国人の日本語レベルの現状と推移 

・採用したい外国人の人材をどのようにして獲得するのか など 

 

外国人採用を実施している人事・採用担当者、紹介会社、留学生の教

育機関など、多くの関係者の方々にとってヒントになることが必ず見つかります。 

 

■2022 年 9 月 8 日（木）に、一般社団法人「外国人雇用協議会」主催の「外国人活躍支援サミット 2022 -活躍支

援リーダー40 企業が導く 10 セッション-」が開催される 

■当社代表・横川が、「主要外国人求人メディア経営者が明かす質の高い外国人社員を採用するための秘訣」に登壇 

外国人の活躍に全力でチャレンジする企業 40 社のリーダーが集結！ 
「外国人活躍支援サミット 2022」にヒューマングローバルタレント代表が登壇 

9 月 8 日（木）15:00～15:40／オンライン配信 
 
 



【サミット概要】 

■開催日時：2022 年９月 8 日（木）13:00～18:30 （※弊社横川は、15:00～15:40 に登壇）  

■参加費用：無料（事前登録制） 

■視聴方法：ウェビナー（ZooM）※下記、公式 HP からお申込み後、自動返信メールにて参加用 URL が共有されま

す。 

■公式 HP・お申込み：https://jaefn.or.jp/summit2022/ 

■主催：一般社団法人外国人雇用協議会 

 

【タイムテーブル】 

■13:05～13:35  

基調講演①「日本が目指すべき外国人との共生社会」  山下 貴司 / 元法務大臣 

 

■13:40～14:10   

基調講演②「三浦瑠麗×多文化共生社会」  三浦 瑠麗 / 国際政治学者 

 

■14:15～14:55   

-越境人材（技人国）のイマ- 今こそ海外高度人材の越境採用！～激化する国内人材競争から脱せよ～ 

[Track-1] 

柴崎 洋平/フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長、大野 理恵/CareerFly 株式会社 代表取締

役、仲宗根 俊平/SUN 株式会社 代表取締役社長兼 CEO、内藤 兼二/株式会社ネオキャリア 海外事業本部本部

長、関口 友則/WooGWay 株式会社 代表取締役 

 

-特定技能- 特定技能の現在地と未来予測 [Track-2] 

杉村 哲人/リフト株式会社 代表取締役、牧 直道/株式会社 Next Innovation 代表取締役社長、菅沼 基/株

式会社ダイブ ゼネラルマネージャー、関口 秀樹/株式会社チェングロウス 代表取締役社長、原田 京佳/レバレジーズ

株式会社 特定技能チーム責任者 

 

■15:00～15:40 

-人事・人材会社・教育機関必見- 主要外国人求人メディア経営者が明かす質の高い外国人社員を採用するため

の秘訣 [Track-1-2] 

石中 達也/株式会社 One Terrace、竹内 幸一/株式会社グローバルパワー代表取締役、横川 友樹/ヒューマングロ

ーバルタレント株式会社代表取締役社長、加地 太祐/株式会社 YOLO JAPAN 代表取締役、田上 竜也/NODE 株

式会社 取締役 

 

-各国のリアル（技能実習・特定技能など）- 各国のリアル～多岐にわたる就労・労働者のこれから～ [Track-2-2] 

新井 永鎮/株式会社ヒューマンパワー 代表取締役、北中 彰/ミャンマー・ユニティ最高顧問、WINDY ARIYANTO/エ

ース・グローバル・サービス株式会社代表、島田 英治/株式会社アバンセコーポレーション 専務取締役、豊田 友芳/株

式会社 ORJ 事業戦略本部 本部長 

 

 

 

 

 

 



■15:45～16:25 

-外国人人材の就職活動（新卒）- 外国人留学生の採用を通して考える”令和の新卒採用”と”多様性が活きる組

織” [Track-1-2] 

田村 一也/株式会社 With World 代表取締役、工藤 尚美/株式会社オリジネーター 取締役 専務執行役員、小

西 悠太/株式会社明光ネットワークジャパン HR ソリューション事業部 部長、仲 思遥/株式会社 Linc 代表取締役

CEO、新山 忠和/学校法人吉岡教育学園千駄ヶ谷日本語学校 副校長 

 

-外国人支援領域・若手企業家- 外国人支援領域の若手起業家が見る、日本の現在と未来とは？ [Track-2-2] 

羽二生 知美/CareerFly 株式会社 Placement 事業部マネージャー、佐々 翔太郎/株式会社 ASEAN HOUSE 

代表取締役 CEO、コチュ・オヤ/株式会社 Oyraa 代表取締役社長、岡村 アルベルト/株式会社 one visa 代表取

締役、山本 文/株式会社 Brave JAPAN 取締役副社長 

 

■16:30～17:10 

-雇用企業の外国人マネジメント- 事例から読み解く、外国人マネジメント成功と失敗の法則 [Track-1-4] 

齋藤 友佑/株式会社リンクジャパンキャリア 代表取締役、後藤 裕幸/（株）グローバルトラストネットワークス 代表取

締役社長、丸野 ケンジ/株式会社 KJ Internacional 代表取締役、呉 希昌/（株）インジェスター 代表取締役社

長、壇 正美/株式会社ウィルグループ マネージャー 

 

-難民- 「難民」の潜在力を生かす [Track-2-4] 

覧具 雄人/日本経済新聞社 外国人共生エディター、渡部 カンコロンゴ 清花/NPO 法人 WELgee 代表理事、長

岡 由剛/行政書士明るい総合法務事務所 代表、岡村 アルベルト/株式会社 one visa 代表取締役、坂下 裕基/

株式会社 BonZuttner 代表取締役 

 

■17:15～18:15 

-第二回 外国人雇用アカデミー- 日本は何のために外国人労働者を受け入れるのか [Track-3] 

杉田 昌平/弁護士 法人 Global HR Strategy 代表社員、万城目 正雄/東海大学 教授、宍戸 健一/独立行政

法人国際協力機構（JICA）上級審議役、毛受 敏浩/（株）公益財団法人日本国際交流センター 執行理事 

 

【登壇者プロフィール】 

横川 友樹 ヒューマングローバルタレント株式会社 代表取締役 ／ 一般社団法人外国人雇用協議会 理事 

2007年に早稲田大学スポーツ科学部卒業。株式会社ベイカレント・コンサルティングに

てビジネスプロデューサー職を担当後、2010年よりヒューマングローバルタレント株式会

社にて勤務。メディア営業部、事業推進室、人材紹介部にて営業・マーケティング業務を経

て、2020 年より現職。グローバル人材の採用において、1,200 社以上に携わってきた経験

を活かし、当社主催イベントをはじめ、経済産業省、厚生労働省が後援するビジネスサミッ

トに多数登壇するなど、グローバル人材の転職市場に深い知見を持つ。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■ヒューマングローバルタレント株式会社について 

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト Daijob.com は、1998 年のオープンより日本を中心

に、会員数 67 万人、求人掲載数常時 11,000 件以上と、世界 27 カ国、のべ 8,400 社以上の外資・日系グローバル企業

から高い評価を得てきました。他にも海外転職専門の「Working Abroad」や、職種やスキルに特化した「Daijob 

Specialists」シリーズの転職サイトを展開し、ダイレクトリクルーティングを含め、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの

場を提供しています。 



■ヒューマングループについて 

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と多岐にわたる事業を展開しています。

1985 年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高

齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組み、独自のビジネスモデルを展開して

きました。 

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられた SDGｓ（持続可能

な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGｓへの貢献を通じて、「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づく

りに貢献していきます。  

●ヒューマンホールディングス WEB サイト：https://www.athuman.com/ 

 

会社概要 

ヒューマングローバルタレント株式会社 

●代表者：代表取締役 横川 友樹 ●所在地：東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 25 号 西新宿プライムスクエア 2F 

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、人材紹介事業、イベント事業 

●資本金：1,000 万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com 

■本件に関するお問い合わせ■  ヒューマングローバルタレント株式会社 事業推進室 岩木  

TEL：03-6680-6833     FAX：03-6680-6464     Email：info@daijob.com 

■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 若林、平 

Email：kouhou@athuman.com 

https://www.athuman.com/
https://www.daijob.com/

