東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

2013（平成 25）年度に実施した就職ガイダンス・セミナー
『留学生のための就職ガイダンス～日本で働くには？』
卒業後の進路についてどのように考えていますか？ 日本での就職について基礎的なガイダンスです。
日本企業での留学生の就職状況は？/就職活動の進め方（いつから？どうやって？）/ワークショップ
“日本で就職する自分を考えてみよう” ★ガイダンスは 日本語で行います。
◆日時 ： 2013 年 7 月 11 日（木）154：00～17：00
◆場所 ： 東京大学国際センター 会議室（第二本部棟１階）
◆対象 ： 2015 年春に卒業予定の留学生 （2014 年秋の卒業予定の人も参加可能）
◆定員 ： 25 名
◆参加者 ： 35 名
◆申込しめきり ： 7 月 11 日(水）
◆主催 ： 東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

『CREATE YOUR OWN TOOLKIT

就職の《道具箱》を作るセミナー

－留学生の“強み”を活かした自分自身のキャリアのために－
次のような内容について、一緒に考え、ワークショップをします。
自己分析・表現法/コミュニケーションの基本/面白いプレゼン・自己 PR のコツ/効果的な質問のしか
た/自己分析をして、文章にしてみよう/キャリア・ゴールを把握するー自分にとって何がもっとも重
要なのか/日本・欧米の就職活動の方法 －その違いとこれからの変化
*このセミナーは、日本語で行います。
*企業情報を得るためのセミナーではありません。
◆日時：2013 年 9 月 27 日（金）
・10 月 18 日（金）
・11 月 8 日（金）３回シリーズ 15:30～17:30
◆場所 ： 東京大学国際センター交流談話室 （第 2 本部棟 3 階）
◆対象 ： これから就職活動を行う人 、自己分析やコミュニケーション、プレゼンについて学びたい
と考えている人 ３回とも参加できる人（連続した内容です）
◆定員 ： 20 名《3 回出席できる人優先》
◆申込締切 ： 9 月 24 日（火） 【先着順】
◆主催 ： 東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

“Basic Skills to Prepare for the Job-hunting Process in Japan”
Are you considering working in Japan as an option after graduation, but not sure where to
start? Would you like to work in a business environment in the future, but not so confident in
how to communicate in a non-academic context?

This short workshop will introduce a simple

model to help you create a draft self-introduction together with the opportunity to practice
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your self-introduction with other students in a safe environment.
◆Date/Time：2013.10.11（Fri) 15:30-17:30
◆Place：International Center (Hongo campus, Administration Bureau Bldg.2,3rd floor)
◆Capacity：20 persons
*This seminar will be conducted in English.
*Please note that this workshop is NOT for students who want an advice on specific parts of
the job-hunting process in Japan, such as how to fill in an "entry sheet" or how to write a
Japanese-style resume, etc.
*Participants will be expected to take part in group discussions.
◆Inquiries:

International Center Advising Room (Hongo Office)

就職活動どうだった？？？教えて 『先輩留学生の就職活動の経験談＆交流会』
日本の就職活動は、12 月から本格的にスタートします。日本で就職を考えているみなさんからは、就
職活動の経験を聞きたい！という希望が 多くあります。そこで、日本での就職が決まった先輩留学生
の方々の体験を聞いたり、アドバイスを もらったりする会をします。また、同じ立場にあるみなさん
で、就職活動の情報交換をしたり、自分たちの悩みや不安を 話したりしませんか？
◆日時 ： 2013 年 11 月 12 日（火） 17：00～19：00
◆場所 ： 東京大学国際センター交流談話室（第 2 本部棟 3 階）
◆対象 ： 日本で就職を考えている留学生
◆協力 ： 東大留学生で就職が内定している方々
◆主催 ： 東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

「留学生が日本で働くということ～企業人事の人と本音でディスカッション～」
企業の人事担当者や、留学生ＯＢから、キャリアプランニング・日本企業について、疑問や知りたい
事を聞くチャンスです。少人数のグループで、企業の人と直接話をしてアドバイスがもらえます。
◾留学生に求めるものは？◾自分たちの活躍の可能性は？ ◾日本企業のうわさは本当？
◾日本で働く？これが不安悩んでいる。◾自分の次のキャリアは日本？それとも帰国？
◾模擬面接＆面接から人事はあなたの何を見る？知る？
＊シンポジウムは日本語で行います。
＊先輩たちの質問をあつめた Question &Answer 集を当日くばります！
◆日時 ： 2013 年 11 月 22 日（金）16：00-19：30
◆場所 ： 東京大学 医学部総合中央館（医学図書館）333 室
◆定員 ： 50 名
◆協力 ： 電機メーカー、化学関連会社、IT 企業、ソリューションビジネス企業、流通業 など
◆主催 ： 東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）
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『企業・業界を知るセミナー』
日本で就職活動をするために知っておきたいこと－各業界について、企業の内容や仕事の内容につい
てなど、各企業の方から直接、広く知識を得るためのセミナーです。
*このセミナーは、日本語で行います。
◆日時：各回 16：30～19：00
Part1

2013 年 12 月 3 日（火）メーカー（電機）
、シンクタンク・コンサルティング、IT・情報通信

Part2

2013 年 12 月 17 日（火）16：30～19：00 ＩＣＴ(情報通信技術)、総合商社、金融

◆場所：東京大学国際センター交流談話室（第 2 本部棟 3 階）
◆定員：30 名《先着申し込み順》
◆主催：東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

『東京大学

留学生のための JOB FAIR』

留学生のみなさんが、学内で、企業の具体的な求人情報について知るチャンスです！
★留学生を積極的に採用したい！と考えている企業です。
★学外のイベントと比較して、少人数で詳しく話がきけます。
★これまでも東大の留学生が採用されている企業が複数あります。
フェア参加留学生に対して、選考プロセスを配慮してくださる企業もあります。
（言語条件・テスト等）
◆日時：
第１回・・・2014 年 1 月 20 日（月） 14：00～18：00 受付開始 13：45 [詳細はこちら / PDF]
第２回・・・2014 年 1 月 23 日（木） 14：00～18：00 受付開始 13：45 [詳細はこちら / PDF]
◆場所： 医学部総合中央館 (医学部図書館） ３F
◆対象 ： 2015 年 3 月、2014 年 9 月 卒業・修了予定の留学生 （研究生も参加 OK)
◆参加企業 ：
1/20・・・日本電気（NEC）
・日立製作所・三菱重工・帝人・コニカミノルタ・NTT コミュニケーシ
ョンズ・ JFE エンジニアリング・森永乳業・京セラ・三菱電機・三井物産・日揮（JGC）
・新生銀行・
中外製薬・国際石油開発帝石（INPEX）
1/23・・・富士通・ダイキン工業・パナソニックシステムネットワークス・東芝・旭硝子・野村総合
研究所・ 出光興産・サントリー・協和発酵バイオ・昭和電工・住友商事・大成建設・大鵬薬品・商船
三井・ソニー（SONY）
◆内容 ：
個別ブースコーナー（各企業についての説明、求人内容について詳しく説明していただきます）
キャリア相談コーナー（キャリアサポート室と国際センター相談室の相談員が対応します。
◆主催：国際センター相談室（本郷キャンパス）/キャリアサポート室
以上

