PROGRAM OVERVIEW

For over 30 years, the Canada-Japan Co-op Program has
provided dozens of Japanese organizations with access to
students from some of Canada’s top academic institutions from
a range of disciplines—including Arts, Business, Computer
Science, Engineering, Science and Tourism—who bring the
latest knowledge and expertise to workplaces across Japan.
Originally launched with the help of a grant from the Canadian
government to bring Canadian academic institutions’ technical
experience to Japanese organizations, the Program has
expanded to include students from most academic disciplines
who can enrich Japanese organizations with unique expertise
and new perspectives.
Housed at the University of British Columbia in Vancouver,
the program is open to all Canadian universities and colleges,
making it one of the most successful international co-operative
education programs in the world.

Linking Canadian university and college

プログラム概要

students with Japanese workplaces

日加コー･オプ･プログラム(CJCP)は、プログラム創立から30
年以上に渡り、カナダの高等教育機関の学生を日本企業に研
修生として送っています。学生の専攻は、文系、ビジネス、
コンピューターサイエンス、工学、理系と様々ですが、
高等教育機関で習得した知識を日本各地の研修先で生かして
います。
カナダ政府の協力の下、カナダの学生が持つテクニカルな専
門知識を日本企業に提供するのが元々の目的でしたが、現在
は、多岐にわたる専攻分野から学生が参加するようになり、
それぞれが持つ専門知識と新しい視点で受け入れ企業に貢献
し、プログラムを展開させています。
CJCPは、ブリティッシュ･コロンビア大学に事務局を置き、
カナダ全土の大学およびカレッジに参加を呼びかけていま
す。海外のインターンシップの中でも、豊富な経験と実績が
あるプログラムだと自負しています。

“We have accepted 88 students in total from the CanadaJapan Co-op Program (CJCP) over the last 25 years. CJCP
students are goal-oriented and possess performance
capability. On top of that, they have good communication
skills in the Japanese language and can communicate with
team members smoothly. It is great that CJCP provides both
companies and students with this wonderful opportunity.”
Makiko Tatsumi, Advanced Telecommunications Research
Institute International (ATR)

これまで25年に渡り、貴プログラムからは計88名の学生を受
け入れてきました。貴プログラムの学生は、目的達成意識・
実行能力に優れており、また充分な日本語能力で研究所のメ
ンバーとのコミュニケーションもスムーズに行うことがで
き、(中略) このような機会を提供する貴プログラムは双方
(企業と学生)にとって魅力的であると言えます。
株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）辰巳 真起子

HIRING IS EASY. TO PARTICIPATE OR
LEARN MORE…

If you would like to participate in the Canada-Japan Co-op
Program, or require more detailed information, please contact
us at:

日加コー･オプ･プログラムへの参加希望、又は、詳細につい
てのご質問等は、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
Canada-Japan Co-op Program
c/o The University of British Columbia
2385 East Mall, Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1Z4
Phone: 604-822-6579
Fax:
604-822-3449
Email:
coop.japan@ubc.ca
Web:
www.thecoopjapanprogram.com

WHY DO JAPANESE COMPANIES HIRE
FROM THE CANADA-JAPAN
CO-OP PROGRAM?

The Canada-Japan Co-op Program provides Japanese
organizations with access to some of Canada’s most capable
and committed university and college students. Benefits to
employers include:
• Access high-achieving, mature and skilled students
from across Canada who have been pre-selected
into the Canada-Japan Co-op Program based on
their academic excellence, personal strengths
and willingness and desire to work for a Japanese
employer
• A cost-effective solution for staffing peak periods
or special projects for 4, 8, or 12 month work terms
commencing in January, May or September of each
year
• Increase the diversity of your workforce
• Link with Canadian university expertise and research
• Post and/or offer full time employment positions to
Canada-Japan Co-op Program alumni

日本企業がCJCPの学生を受け入れる理由とは？
日加コーオプ･プログラムは、カナダの高等教育機関で学ぶ優秀
な学生を受け入れ企業に提供しています。受け入れ企業には、
以下の利点があります。
•学業、適正面で事前に在籍大学の審査/推薦を受けた、日本企業
研修を希望する優秀な学生の採用
•採用開始は、繁忙期、又は、毎年1月、5月、9月から選択でき、
また雇用期間も4ヶ月、8ヶ月、12ヵ月といった期間限定の
プロジェクトに合わせることができるなど、経費効率の良い雇
用機会

STUDENT DISCIPLINES AND
SPECIALIZATIONS

Undergraduate and graduate students are available in a wide
range of disciplines including:
• Engineering – Mechanical, Elecrical, Software,
Materials, Computer, Chemical, Biomedical
• Science – Computer Science, Chemistry, Physics,
Biology, Microbiology, Molecular Biology
• Business – International Business, Marketing,
Business Administration, Accounting, Tourism
• Arts, Humanities, Social Sciences – International
Relations, Asian Studies and Languages, Information
Management, Public Policy

学生の専攻
以下のような幅広い分野の専攻の高等教育機関の
学部生、学院生が参加しています。
▪ 工学部 – 機械、 電気、 ソフトウェア、材料、
コンピューター、化学、生物医学
▪ 理系 – コンピューターサイエンス、化学、物理、
生物、微生物学、分子生物学
▪ ビジネス – 国際ビジネス、マーケティング、
業務管理、 会計、 観光ビジネス
▪ 文系、人文学、 社会学
情報管理、公共政策

-

国際関係、アジア研究、

•職場の多様化
•カナダの教育機関の専門知識と共同研究の機会
•研修生卒業後の正規社員としての雇用機会
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WHAT CAN CANADA-JAPAN CO-OP
PROGRAM STAFF PROVIDE TO YOU?

Canada Japan Co-op Program staff, based in Vancouver,
support employers in English and Japanese throughout their
participation in the Program.
Our commitment is to provide the highest possible level of
service to ensure a positive experience for all employers and
students. We assist by:
• Providing pre-screened, motivated and talented
undergraduate and graduate students ready to work
• Organizing telephone and video conferencing
interviews
• Providing pre-departure training to all students
• Assisting with work authorization processes and
documentation
• Providing communication and support in English and
Japanese prior, during and after student co-op work
terms, including mid-term check-ins with students
and employers
• Maintaining contact with Canada-Japan Co-op
Student Alumni after graduation

CJCPのサポート内容とは？
ブリティシュ･コロンビア大学内にあるCJCP事務局のスタッフ
が、受け入れ企業担当者に日英両語によるサポートをします。

“I currently work as a Project Manager for the Vancouver
Airport Authority, responsible for delivering Airport
terminal expansion projects. The discipline, high work
ethic, and organization of the Japanese work culture
significantly helped me develop excellent work ethic and
successfully deliver results throughout my career.”
Alexander Winardi, Co-op Student, 2011

CJCPでは、受け入れ企業、及び参加学生が有意義な経験ができ
るよう、きめ細やかなサポートを心がけています。
▪ 在籍大学で事前審査を受け、推薦された日本企業研修
を希望する意欲的で優秀な学生の斡旋
▪ 採用前の電話、オンラインでの面談手配
▪ 日本企業研修に備えてのオリエンテーション

現在、バンクーバー国際空港の空港ターミナル拡大プロ
ジェクトに、プロジェクトマネージャーとして係ってい
ます。道徳、規律を重んじる日本人の労働観、系統化さ
れた日本の企業文化に触れ、私は、素晴らしい労働観を
養い、それが私のキャリアを通じて良い結果をもたらす
ということを学びました。
アレキサンダー ウィナルディ、2011年、パナソニック
株式会社にて研修

▪ 日本での企業研修に必要な手続き、書類の手配
▪ 日英両語による研修開始前、研修期間中、研修終了後
のサポート
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▪ 卒業後の学生との連絡維持

