
ID・パスワードの発行を申請留学生募集中バナーを

クリック

愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」運営事務局

名古屋市中区新栄一丁目7番7号 RTセンターステージビル 4階 Man to Man 株式会社 内

TEL：052-687-8810 FAX：052-857-8857 フリーダイヤル：0120-106-566

E-mail：info@aichi-value.com URL：https://www.aichi-value.com

担当：高田（タカダ）・何（カ）・川村（カワムラ）・林（ハヤシ）

※本事業はMan to Man 株式会社が愛知県より委託を受けて運営しております。

CONTACT

お申込み

お問合せ

Summer Internship 2022

FLOW インターンシップの流れ

受入企業の募集 留学生の募集 マッチング インターンシップ 報告会・交流会

4月1日～5月31日 5月16日～6月24日 6月27日～7月22日 8月8日～9月30日 10月中旬

TARGET 応募資格

COMPANY インターンシップ先企業

募集締切
6月24日（金）

ぼしゅう しめきり

外国人留学生インターンシップ

For International Student
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日本企業に就職したい外国人留学生のみなさん、
にほん きぎょう しゅうしょく がいこくじんりゅうがくせい

・愛知県内の大学等（短大、大学、大学院及び高等専門学校）

に在籍する方。

おうぼ しかく

さききぎょう

愛知県内に事務所・事業所がある企業・団体。

プレエントリー後に、受入企業の情報を見る事ができます。

※受入企業からの報酬（賃金）はありません。

（企業によっては、交通費などを支給する場合もあります。）

APPLICATION 申込方法
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検索AICHI VALUE

事業専用ウェブサイト

「AICHI VALUE」 を検索

じぎょうせんよう

けんさく

学生証をアップロードし、

プレエントリー
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愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」

2022年度 夏季

就職活動の第1歩として、参加してみませんか？
しゅうしょくかつどう だい ぽ さんか

しきゅう ばあい

きぎょ きぼう きぎょ せんたく

けんがい だいがく とう ざいせき けんない ざいじゅう かた

【主催】愛知県 【共催】愛知労働局 【後援】愛岐留学生就職支援コンソーシアム

【協力】愛知県経営者協会・愛知県商工会議所連合会・愛知県商工会連合会・愛知県中小企業団体中央会

一般社団法人中部経済連合会・一般社団法人東海日中貿易センター・日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター

PERIOD インターンシップ実習期間

じっしゅうきかん

※日本語能力試験N2以上、又はそれと同程度の日本語能力が必要です。

（インターンシップは、日本語で行われます。）

※参加にあたっては、大学からの推薦が必要です。

※事前にビジネスマナーやビジネス日本語も学べます。

・実施期間：2022年８月8日～９月30日

・実習期間：1週間（実働5日間）～2週間（実働10日間）

じっし きかん ねん がつ にち がつ にち

じっしゅうきかん しゅうかん じつどう にちかん しゅうかん じつどう にちかん

※具体的な日程は、受入企業によって変わります。
・県外の大学等に在籍するが県内に在住する方。
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IDとパスワードを入手(6月～)し、

「AICHIVALUE」にログイン

にゅしゅ がつ

企業リストから希望する企業を選択し、

本エントリー！
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FACEBOOK 

満足

97％

愛知県（夏季）「留学生インターンシップ」に参加するメリット

無料相談実施中！

0120-106-566 info@aichi-value.com
【受付期間】2022年4月1日～2023年3月31日

□ エントリーシートの記入方法について

□ 企業の選び方について

□ その他、就職に関する悩みについて

など、お気軽にご相談ください。

【電話受付】平日10：00～16：00

https://www.aichi-value.com

□ ビジネスマナーやビジネス日本語が学べた！

□ 将来の目標設定につながった！

□ 企業や社会人の魅力が理解できた！

□ 自己成長ができた！

□ 日本で就職をしたい気持ちが強くなった！
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■留学生インターンシップ （国内）（2022年8月～9月）

■留学生積極採用企業紹介専用サイト（2022年10月開設予定）

■企業見学ツアー（2022年11月～12月・2回）

■留学生地域定着促進イベント（2023年2月25日）

■留学生インターンシップ （海外）（2023年2月～3月）

愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」（参加無料）
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※2021年度 愛知県（夏季）「留学生インターンシップ」結果より

□ これまで（2018～2021）に参加した、

□ 産官学連携のプロジェクトなので

SNS発信中！

□ 参加満足度が97％！※2021年度結果

□ 愛知県内の身近な優良企業を発見！
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留学生数は582人！
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