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「グローバルキャンプ
in かみかわ」
埼玉県神川町から委託を受け、町内の小学生を対
象に、英語学習と国際交流を目的とした「グローバ
ルキャンプ in かみかわ～町内で英語留学体験～」を、
8 月 1 日（木）と 9 日（金）に神川町多目的交流施
設で行いました。
1 日の事前学習では、児童がネームカードを作る
などして、留学生をお迎えする準備を行いました。
9 日の交流会では、早稲田大学国際教養学部の留学
生 5 名、早稲田大学本庄高等学院生 5 名、神川町の

をクリアしていく「謎解きゲーム」のコーナーでは、

児童 34 名（4～6 年）が、英語でのゲームや発表を

児童と留学生が協力して挑んでいました。ゲーム終了

通して交流を楽しみました。

後、解いた謎や課題について英語で発表することにも

留学生の出身国は、メキシコ、台湾、アメリカ、
韓国、ネパール。留学生が母国を紹介するコーナー

チャレンジしました。
児童の英語でのコミュニケーションをサポート

では、驚いたり、感心しながら、目を輝かせて聞い

してくれた早稲田大学本庄高等学院生の皆さんは、

ていた児童の皆さんの姿が印象的でした。

児童の皆さんが留学生と積極的に会話していたこ

グループに分かれて施設内に隠された謎や課題

とに感心したと話してくれました。

本庄市内小学校 国際理解授業
本庄市立中央小学校 5 年生 89 名 6 月 28 日（金）
早稲田大学の留学生 Anna Farias（アンナ・ファリアス）さんを
お迎えし、出身国アメリカのロサンゼルスについて紹介をしていた
だきました。ロサンゼルスでは日本人の友達が多く、幼少時から日
本に大変親しみがあったそうです。
質問コーナーでは、「アメリカの祝日、サンクス・ギビングって
どんな日ですか？」など、たくさんの質問があり、英語で質問する
児童もいました。Anna さんは来校のお礼として披露された「上を
向いて歩こう」の歌声にとても感動していました。
本庄市立本庄南小学校 6 年生 76 名

7 月 5 日（金）

早稲田大学の留学生 Justin Buchholz（ジャスティン・バコルス）
さんをお迎えし、出身国アメリカの歴史や文化、有名な観光地など
について紹介をしていただきました。児童からは、埼玉県について
食べ物や観光地、キャラクターなどを紹介する発表がありました。
「留学生に埼玉県の良いところを伝えるために調べたら、知らな
いことも多かった。調べて良かった。
」と感想を話してくれた児童
がいました。
給食や清掃の時間も一緒に過ごし、有意義な交流となりました。
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海ごみゼロウィークに参加しました

当財団では、5 月 24 日（金）に、海洋ごみ削減を目的とした全国一斉清掃活動「海ごみゼロウィーク」
（主催：日本財団、環境省）にあわせ、職員全員で早稲田大学本庄キャンパスから男堀川にかけてごみ拾
い清掃を行いました。
拾ったごみの多くは、飴やガム、お菓子類の包装やレジ袋など、気づかぬうちに落としてしまったもの
や、風で飛ばされたと思われるもの。ごみのポイ捨て以外にも気をつけられることがあると感じました。
身のまわりで出たごみが川を流れて漂着し、海洋ごみとなっているため、身近な清掃活動も海洋ごみ削
減につながります。海にごみを出さないために、私たちにできることは何か。活動を通して考える一日に
なりました。

「里川保全活動

川の生きものみっけ隊」を開催します！

本庄市内を流れる『男堀川』の生物調査や清掃活動を行います。川にはどんな生き物がいるのか、
川の水はきれいなのか、実際に川に入って調べます。
日
時：2019 年 10 月 5 日（土） 9:00～12:00
集
合：早稲田リサーチパーク コミュニケーションセンター 2 階 情報資料室
内
容：男堀川（本庄早稲田駅付近）の生物調査 ・ 清掃
講
師：金澤 光 氏（埼玉県魚類研究会）
費
用：無料
用
意：胴長、網などの道具は当財団で用意します。※詳細は参加者に別途ご連絡します。
※定員を超えたため参加申し込みは終了しました。

問合せ先
公益財団法人 本庄早稲田国際リサーチパーク
ＴＥＬ：0495-24-7455
メール：satokawa@howarp.or.jp
(昨年の様子)
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地域産業人材育成研修 ～本庄早稲田塾～
新入社員合同研修

4月9日

(株)アビライト代表取締役の安部博枝先生を講師にお招きし、7 社 12
名の新入社員を対象に講義をしていただきました。
研修では、社会人として必要なビジネスマナー、職場でのコミュニ
ケーションの取り方や仕事に対する基本姿勢を学びました。また、研修
終了後の交流会では他己紹介を通じ、情報を的確に捉え、整理・理解し、
自分の言葉で発表するということにも取り組みました。
新任管理監督者研修

5 月 28・29 日

(有)ミッション代表取締役の田中久男先生を講師にお招きし、18 社
31 名の方々を対象に講義をしていただきました。
研修では、マネジメントとリーダーシップ、部下の指導と育成、コ
ーチングとコミュニケーションなど、講師が提示したテーマを各自で考
察した後に、グループ討議でまとめ上げて発表を行いました。受講者か
らは、考える時間やグループトークによって、メリハリがあり、飽きる
ことなく、話が聞けたとの声もあり、高い評価をいただきました。
営業基礎研修

6 月 18 日

(株)スタジオ０２代表取締役の大関暁夫先生を講師にお招きし、14
社 20 名の方々を対象に講義をしていただきました。
研修では、営業の基本や仕組み、仕掛けなどについて、講師が分か
りやすく説明した後に、グループ討議によって理解を深めました。事前
準備のコツなど、すぐにでも始められそうな実践的な内容で、それぞれ
の業務のモチベーションの向上にもつながったようでした。
ISO9001 基礎研修

7月9日

ワブコジャパン(株)の菅生雅臣先生を講師にお招きし、7 社 13 名の
方々を対象に講義をしていただきました。
研修では、通常の ISO9001 研修とは異なり、規格要求事項の詳細な
解釈ではなく、規格そのものを支える基本的な考え方を、参加型で学び
ました。ISO9001 の考え方を自社のビジネスプロセスにどのように適
用すべきかをグループで検討し、理解を深めました。参加者の満足度は
高く、次回開催を希望する声も多く上がりました。
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本庄早稲田塾第 5 回ゼロから始める創業スクール受講者募集！
創業への一歩を踏み出そう！皆さまのご参加をお待ちしております！
今年度も 10 月 5 日（土）～11 月 9 日（土）10 時～17 時の全 5 回（11 月
2 日を除く土曜日）
創業スクールを開催します。
創業を考えている方または、
創業 5 年未満の方を対象として、創業に必要な「マーケティング、会計、税
務、資金調達方法や公的支援制度などを学ぶとともに、ビジネスプランを作
成する」講座を実施し、創業を支援してまいります。
本スクールからは、経済産業省の全国創業スクール選手権において、
「経済産業大臣賞」と、
「セミファイナリ
スト」を輩出しており、当財団も同選手権において、「地域に根差した創業支援の取り組みや、受講者満足度の
高い評価が得られた実施主体」として過去 2 回、全国創業スクール 10 選に選出された実績もあります。講師は
創業支援のスペシャリストばかりですので、知識がなくても安心してご参加いただけます。
お申し込み、
詳細はこちら
から！→

※本講座を受講し、一定の要件を満たした場合、会社設立時の登録免許税の軽減、創業関連保証の
拡充といった特例の適用を受けることができます。詳細は、本庄市と上里町の「産業競争力強化法
に基づく創業支援事業計画」ページをご覧ください。

本庄早稲田ビジネスプラットフォーム会員募集！
本庄地域でシェアオフィスをお探しの方へ！起業家やスタートアップ企業を支援します！
当財団では、手軽に利用できるシェアオフィス(本庄早稲田ビジネスプラットフォーム)を運営しています。
複数の利用者によってシェアしていただくオフィス（室内には、机・椅子が 8 セット
あり、それぞれパーティションで区切っています）で、起業家や企業の営業拠点など
にご活用いただけます。
◇月額 1 万円（税別）※6 ヶ月前払い（初回に限り、3 ヶ月間のお試し期間あり）
◇会議室、駐車場、ロッカー・メールボックス、無線・有線 LAN インターネット接続、
プリンター・スキャナーなど、24 時間いつでも利用可能（施設点検日を除く）。
講演会・交流会などを定期的に行っていますので、人脈作りができます。
◇JR 本庄早稲田駅徒歩 3 分、関越自動車道 本庄児玉 IC から 5 分の好立地で、交通のアクセスが便利です。
※随時、見学が可能ですのでお気軽にお問合せください！
イベントカレンダー

～編集後記～

10 月 15 日（土）創業スクール開講

今年４月に当財団にまいりました。
当財団の事務所は本庄早稲田駅の南側、早稲田リサーチパ
ーク・コミュニケーションセンターのなかにあります。駅の
まわりの新しいまち、早稲田大学の本庄キャンパスがあり、
そして豊かな自然に囲まれています。その環境に癒されなが
ら、これからの可能性を模索し、仕事に励む日々です。
皆様のお役に立てることは何かを考えながら、これからも
地域振興、研修事業、創業支援など、さまざまな事業に取り
組んでまいります。（内野）

10 月 15 日（土）川の生きものみっけ隊
10 月 15 日（火）中堅女性社員
キャリアアップ研修
11 月 12 日（火）クレーム対応研修
＊各イベントの詳細は HP に掲載しております。

http://www.howarp.or.jp/
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