東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

2016（平成 28）年度に実施した就職ガイダンス・セミナー
就職活動ワークショップ『面接対策』
模擬面接をし、アドバイザーからアドバイスをもらいます。自己流でわからないところ、注意する点を
早めに知って、本番のための準備をしましょう。
＊事前に、応募書類等（履歴書・職務経歴書）の提出が条件です。
＊日本語で実施します。
（対象：JLPT２級程度以上の人）
◆日時：2016 年 6 月 14 日（火）14:30-16:30
◆場所：東京大学国際センターセミナー室（第二本部棟３階）
◆対象：2016 年９月/2017 年３月卒業・修了予定の留学生（内々定を既にもらった人は対象外）
◆定員：10 名 (参加可否については、後から連絡します)
◆締切：6 月 6 日（月）
◆主催：東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

“Hints and Tips on clarifying your future career or next job : building your
personal career and finding how to use SNS for your job hunting ”
“LinkedIn Coaches for students” Come learn how to use LinkedIn to build your professional
identity and connect to the right opportunities.
*The seminar will be conducted in English.
◆Date/Time: June29th (Wed) 16:00-18:00
◆Venue: International Center (Hongo campus, Administration Bureau Bldg. 2,3rd floor)
◆Capacity:25 persons（Results will be announced via email later）
◆Inquiries: International Center Advising Room (Hongo Office)

留学生のための就職ガイダンス

Career Building Seminar

卒業後の進路についてどのように考えていますか？日本での就職に関する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）から変わっています。
●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。内容は同じです。どちらかに参加してください。
◆日時：第一回 2016 年 9 月 21 日（水）15：00-17：00
第二回 2016 年 11 月 22 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：2018 年春、2017 年秋に卒業予定の留学生

東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

◆定員：30 名
◆申込締切：11 月 21 日（月） 【先着順】
◆主催：東京大学国際センター相談室（本郷オフィス）

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：2016 年 11 月 16 日（水）16:00-18:00
◆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：就職が内定している東京大学留学生の皆さん（以下予定）
大手電機メーカーエンジニア、大手コンサルティング会社、大手 IT 企業、
ソリューション営業/開発職、外資系 IT 企業、IT スペシャリスト、他。
◆定員：30 名
◆申込締切：11 月 13 日（日）
【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？
＊シンポジウムは日本語で行います。
＊先輩たちの「日本での就職・キャリア」についての質問 66 問をあつめた Questions &Answers 集
を当日くばります！
◆日時：2016 年 12 月 5 日（月）16：00～19：30
◆場所：東京大学 医学部総合中央館（医学部図書館）333 室
◆定員：70 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
◆申込締切：12 月 1 日（木）【先着順】
◆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－
履歴書/CV の書き方、自己分析の方法、自己 PR のコツ、面接 Work Shop など、日本での就職活動に
むけて、自分自身について考えて、表現するためのセミナーです。
◆履歴書/CV とは？ Develop CV Skills
◆面白いプレゼン・自己 PR のコツ
◆自己分析
◆Global Career のための情報収集方法
◆模擬面接（グループ面接）にチャレンジしてみよう！（2/17）
*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：2016 年 12 月 16 日（金）
・2017 年 1 月 18 日（水）
・2 月 17 日（金）全 3 回シリーズ
各回とも 15:30-17:30
◆場所：国際センター交流談話室（本郷キャンパス第 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 回参加できる人を優先・参加できない回がある人は応相談）
◆内容：第 1 回 2016 年 12 月 16 日（金）履歴書/CV を書く
第 2 回 2017 年 1 月 18 日（水）自己分析/自己 PR
第３回 2017 年 2 月 17 日(金) 企業採用担当者による面接 Workshop (模擬面接)
◆定員：30 名（後日参加者に連絡）
◆締切：12 月 14 日（水）
◆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 Café『留学生が日本で働くということ

PART Ⅱ』

日本で働く際の疑問、それぞれの意見、知りたいことについて、企業採用担当のプロの方と直接ディス
カッションします。就職活動プロセスで、留学生のみなさんの不安が大きい「グループディスカッショ
ン」の模擬練習をします。
人事のプロからアドバイスを受け、ディスカッション準備に役立てましょう。
◆日時：2017 年 2 月 7 日（火）17：00-19：00
◆場所：日本語教育センター

E&F 教室（本郷キャンパス第 2 本部棟 5 階）

◆対象：日本で就職を考えている留学生
◆講師：大手企業で採用担当部長を長くされている方々
◆定員：36 名《申込み者多数の場合は、12/5 のセミナー参加者優先》
◆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 2017 年 3 月 9 日 （木） 13:15-17:30 受付開始 12:45
第２回 2017 年 3 月 16 日（木） 13:15-17:30 受付開始 12:45
◆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：2018 年 3 月、2017 年 9 月 卒業・修了予定の留学生 （研究生も参加 OK)
◆参加企業：
*3/9：富士通・日立製作所・AGC 旭硝子・国際石油開発帝石（INPEX）
・帝人・コニカミノルタ・
中外製薬・アクセンチュア・ みずほフィナンシャルグループ・デンソー・JR 東日本・
NTT データ・日本ハム・日本 IBM 東京基礎研究所
*3/16：日本電気（NEC）ダイキン工業・パナソニックシステムネットワークス・野村総合研究所・
ソニー・出光興産、NTT コミュニケーションズ・ サントリーホールディングス・
三菱ケミカル・東レ・アビームコンサルティング・JTB グループ・三菱東京 UFJ・
ライオン・住友林業
◆内容 ：
①参加企業のプレゼンテーション（業種・採用条件の説明）
：色々な企業の採用条件を知る
②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。
③キャリア相談コーナー：キャリアサポート室の相談員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（本郷オフィス）/キャリアサポート室

以上

