スリランカにおける組込み人材育成教育事業への取り組み
〜日本の組込み業界における人材確保及びオフショア先の開拓に向けて〜
組込みエンジニアの人材不足は顕著であり国内人材だけでは充足困難な状況にある。
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識の高さを感じました。最終的には153名

から体験」
し、
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ております。
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を売る、
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レータの使い方等、開発に役立つノウハウ

界発展を目指す国とは、
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今年度も多くのスリランカの大学生が参

のノウハウ、
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とりわけ、
若い人財との

持って講座を受講していただけることを期

信頼関係は、将来の日本の発展に不可欠

待します。
そして一人でも多くの若者がいつ
か日本の企業で活躍してくれる逸材に育っ
てくれることを願っています。

スリランカPJへの意義

と考えております。今後、
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今回のチャンスをいただいた、経済産業

本での就労、
日本企業の現地進出などの
きっかけになれば良いと考えています。
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