
科学技術⼈材育成費補助事業 科学技術⼈材育成のコンソーシアムの構築事業 

（次世代研究者育成プログラム） 未来を拓く地⽅協奏プラットフォーム 

第56回コンソーシアム人材セミナー in 広島 

たおやかで平和な共生社会創生プログラム分野融合セミナー 

大学院共通授業科目 

「高度イノベーション人財のための 
キャリアデザインⅠ」 

国際化社会での活躍 
～グローバルマーケットで拡がるキャリア～ 

講演要旨 

 伝統ある日本では優れた企業が沢山創出されてきました。そのため世界の変化の中にあっても一定の安定性

を維持できている企業や業界も多くあると思います。一方で、このように伝統ある日本においても“グローバル化”

というキーワードが以前から注目され、その重要性が語られ続けています。ところが、重要視されているはずの 

グローバル化の状態を日本の中で本当の意味で体験できる機会は、案外少ないのではないでしょうか。あるいは

“多様性”という視点ではいかがでしょうか。 

 この講演では、発表者の体験を交えて、グローバルな世界における活躍の機会や拡がりを少しでも多くの皆さ

んに共有し、いかに多くのOpportunityがグローバルマーケットに拡がっているのか、ということを感じとっていただ

くことにより、皆さんのこれからの現実的な選択として活用いただければと思います。 

日時 

場所 

申込方法 
（履修登録者以外） 

平成30年6月5日（火） 14 : 35～16 : 05 

広島大学 ライブラリーホール（中央図書館） 

 申込締切：6月1日（金） 
 右記QRコード（URL）よりお申込ください。 https://goo.gl/JEzYP6 
 ＊履修登録者以外の学生、ポスドク、教職員の個別聴講も可能です 

お問合わせ先 
広島大学グローバルキャリアデザインセンター（担当：都留，福見） 
TEL：082-424-4564 ／ E-mail：wakateyousei@office.hiroshima-u.ac.jp 

講師 : Karen Metz 氏 

共催 ： 広島大学大学院リーディングプログラム機構「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」 

申込フォーム 
QRコード 

日本語通訳有り 

講師プロフィール 
カレン メッツ氏は、2015年マイクロンテクノロジー社のビジネスプランニングとプロセスマネジ
メントを担当する副社長に就任し、会社の事業計画、吸収合併、ビジネスプロセスマネジメント、
企業情報マネジメント、企業プログラムマネジメント、製品のライフサイクルマネジメントにおけ
る責任者として活躍。1992年マイクロンに入社後、様々な部門でシニアリーダーシップポジ
ションを歴任。マイクロン・ウーマン・リーダーシップ・ネットワーク エグゼクティブスポンサー
の一人でもあり、アメリカのアイダホ州ボイジーのドレス・フォー・サクセスの取り組みにも尽力。
2015年には、ボイジーの女性と子供の同盟（Women‘s and Children’s Alliance） からTWIN賞
を受賞。また、カリフォルニア大学では経済学学士号取得。 

開催案内 
履修登録以外
参加者歓迎 

５研究科共同 
セミナー1回分の 
単位になります！ 

 

Business Planning and Process Management Vice President 
Micron Technology, Inc. 



Home for Innovative Researchers and Academic Knowledge Users (HIRAKU)  

promoted as part of the MEXT “Program for Developing Next Generation Researchers” of the 

“Building of Consortia for the Development of Human Resources in Science and Technology 

 The 56th Consortium Seminar on Human Resources in Hiroshima by HIRAKU and   

Program Seminar by TAOYAKA PROGRAM for creating a flexible, enduring, peaceful society 

The Common Subjects of Graduate School 

“Career Design for Highly Skilled Innovators I” 

Maximize your Talents in “Globalized” Society  
Diversified Career Opportunities in 

the Global Market 

Bio Profile: 
Karen Metz is business planning and process management vice president at Micron Technology. She is 
responsible for the company’s business planning, mergers and acquisitions integration, business 
process management, enterprise information management, enterprise program management, and 
product life cycle management. Ms. Metz was appointed to her current position in 2015. 
Since joining Micron in 1992, Ms. Metz has held senior leadership positions in various departments, 
including finance, information systems, human resources, operations and corporate development. 
Ms. Metz is co-executive sponsor of the Micron Women’s Leadership Network and is actively involved 
with the Boise chapter of Dress for Success. She was also recognized as the 2015 Tribute to Women 
and Industry Honoree by the Women’s and Children’s Alliance in Boise. Ms. Metz earned a bachelor’s 
degree in economics from the University of California, Davis. 

Seminar Outline 
 The Japanese respect tradition carried over for ages, which has generated a considerable number of excellent 
companies and industries, showing stable existence in the changing world.  On the other hand, we have been 
stressing the importance of the “Globalization” for a while, even under such traditional culture in Japan.   
How much opportunity do we have, however, to experience the “Globalization” in the real context?  What about the 
opportunities to experience “Diversity”?  
The speaker of this seminar shares with you the scale and variety of opportunities expanded throughout the globe, 
with her own experience as one of the examples.  We would expect you to feel how many opportunities are 
available in the global market and add them to your future career options.  

Date & Time 

Venue 

Registration 

Tuesday, June 5, 2018  14:35～16:05 

Library Hall at Central Library, Hiroshima University 

Open to all students, postdocs, any faculty members.  Please complete 
your registration from the online form (URL: https://goo.gl/JEzYP6).  It’s 
not required for those already registered to the common subject “Highly 
Skilled Innovators I”.   
       Registration Deadline：  Friday, June 1, 2018 

Inquiries 
Yoshio TSURU, Tomoko FUKUMI 
Global Career Design Center, Hiroshima University 
TEL：082-424-4564 ／ E-mail：wakateyousei@office.hiroshima-u.ac.jp 

Speaker : Ms. Karen Metz 
Business Planning and Process Management Vice President 
Micron Technology, Inc. 

Co-Host：TAOYAKA PROGRAM for creating a flexible, enduring, peaceful society under the Organization of the Leading Graduate Education Program 

QR Code to the 
Registration Form 

International 
Seminar 

Open to ALL 

This seminar can be 

used for credit as a joint 

seminar for Five 

Graduate Schools  


