東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

2014（平成 26）年度に実施した就職ガイダンス・セミナー
International Center Career Seminar

/Nikkei Asian Review Forum

"Dynamic ASEAN and Business Strategy"
Nikkei Inc., and International Center Hongo Office will jointly organize a seminar focusing on
business in the Southeast Asia. The seminar will provide a new opportunity for students to
learn the economy in the region, market trends and business strategy of Japanese companies.
*The seminar will be conducted entirely in English.
◆Date/Time: July 1st (Tue), 2014 18:00-20:00
◆Venue：Medical Library 3rd floor
◆Program:
Session 1 “Business Strategy in the Southeast Asia / Practical Use of Human Resources
Speaker: Mr. Shuichiro MURAKAMI, Deputy General Manager of Overseas Dept., Mitsui &
Co.,Ltd
Session 2 (Nikkei Asian Review Seminar)
“ Southeast Asian Economy Today – based on Articles from Nikkei Asian Review
Speaker: Ms. Kyoko KIMURA, Senior Staff Writer, Nikkei Inc.
◆Co-organizers: / The University of Tokyo International Center Hongo Office
本セミナーでは、東南アジアにおけるビジネス戦略に焦点を定め、東南アジア経済や市場動向、日本企
業のビジネス戦略について、東京大学の学生の皆さんに「新たな学びの機会」を提供します。
＊全て英語で実施します。
＊留学生をはじめ、特に東南アジアにおけるビジネスに関心のある学生・研究員等の参加歓迎
◆日時：2014.7.1（火）18：00-20：00
◆場所：東京大学医学部総合中央館（医学部図書館）３F
◆対象：東京大学に在籍する 学生・教職員
◆プログラム：Session 1 『東南アジアのビジネス戦略および人材活用について 』
村上周一郎氏（三井物産（株）経営企画部海外室次長）
Session 2 『東南アジア経済の今を読む：Nikkei Asian Review を題材に～ 』
木村 恭子氏（日本経済新聞社 編集委員）
◆共催: 東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

留学生のための就職ガイダンス
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の基礎的なガイダンスです。
★日本での就職活動スケジュールが、2014 年度（2016 年春就職予定者）から変わります。

東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

●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 ： 第一回 2014 年 8 月 1 日（金）15：00～17：00
第二回 2014 年 10 月 28 日（火）15：00～17：00
◆場所 ： 東京大学国際センター 会議室（第二本部棟１階）
◆対象 ： 2016 年春に卒業予定の留学生 （2015 年秋の卒業予定の人も参加可能）
◆定員 ： 25 名
◆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、自己 PR について、練習
しましょう。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 ： 2014 年 11 月 21 日（金）
・2015 年 1 月 23 日（金）・2 月 13 日（金）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 ： 25 名
◆申込締切 ： 11 月 18 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）

留学生 Career

Cafe

Part1

『自分なりのキャリア形成・働き方を考えよう』

★キャリア・就活・会社選び・・・様々な人の経験やアドバイスを聞き、一緒に考える時間・場所です。
◆日時：2015 年 2 月 2 日（月）17:30-19：30
◆場所：東京大学国際センター交流談話室（第 2 本部棟 3 階）
◆講師：犬塚 忠暁氏
（ソニービジネスソリューション（株）人事総務部シニア HR マネージャー 元ソニー（株）人事採用
担当）
◆内容：エンジニア出身から人事という広いキャリア経験をもとに、グローバル社会での働き方、
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キャリア形成のアドバイスをします。
◆定員：30 名《先着申し込み順》

『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。
◆日時：
第１回・・・2015 年 3 月 16 日（月）13:15-17:30
第２回・・・2015 年 3 月 20 日（金）13:15-17:30
◆場所： 本郷キャンパス医学部総合中央館 (医学部図書館） ３F
◆対象 ： 2016 年 4 月、2015 年 9 月（研究生も参加 OK)
◆参加企業 ：
3/16：日立製作所、森永乳業、コニカミノルタ、国際石油開発帝石 INPEX、スリーエムジャパン、
アクセンチュア、ソニー、協和発酵バイオ、旭硝子、NEC、日揮、武田薬品工業、サントリー、双日
3/20：富士通、ダイキン工業、出光興産、東芝、中外製薬、野村総合研究所、パナソニックシステム
ネットワークスジャパン、三井物産、帝人、三菱化学、NTT コミュニケーションズ、みずほフィナン
シャルグループ、ボッシュ、YKK グループ
◆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/キャリアサポート室

以上

