
東京大学国際センター相談室（本郷オフィス） 

2017（平成 29）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：2017 年 5 月 24 日（水）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：2017 年９月/2018 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：14 名 (参加可否については、後から連絡します) 

◆締切：5 月 17 日（月） 

◆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 

★経済新聞を使って 「日本企業で働くこと」「企業選び」のヒントを得るワークショップ 

★効果的な経済新聞の読み方・活用法を知る。 

★新聞記事をつかって「自分とこれからのキャリア」を考える。 

  *日本語で経済新聞を読めることが受講条件 

◆日時： 2017 年 6 月 1 日（木）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） 

◆講師：中澤二朗（元大手企業人事部長・現在高知大学客員教授） 

◆定員：25 名 

◆詳細：http://www.ic.u-tokyo.ac.jp/ic/recruit_support/untitled.htm 

◆締切：5 月 25 日（木） 【申込み者多数の場合は期日前に締切ることあり】 

◆主催： 東京大学国際センター相談室（本郷オフィス） 

"How to make your career in Japan" 

This lecture offers the opportunity to acquire the basic knowledge of Japanese society and 

companies. By introducing the concepts of career development and the employees' lifestyle 

working in Japanese companies, you can obtain valuable insights into how to select your 

own future career. ★The seminar will be conducted in English. 

*What is Career Design? *Social and cultural background of Japanese management 

*Concept of job and corporate structures in Japan  

*Basic principles of Japanese management  

*Working at a brunch of Japanese companies in overseas 
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◆Date：July 12,2017（Wed）17:30-19:30 

◆Venue：International Center Meeting Room (Administration Bureau Bldg2 1st floor) 

◆Lecturer: Mr. Yoshinobu Nakamura (Executive Adviser, Relo Panasonic Excel International Co.Ltd.)  

◆Capacity：30 persons 

◆Inquiries: International Center Advising Room 

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？ 

日本での就職についての基礎的なガイダンスです。★ガイダンスは 日本語で行います。 

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” （内容は同じです） 

◆日時: 第一回 2017 年 9 月 22 日（金）15:00-17:00 

        第二回 2017 年 10 月 31 日（火）15:00-17:00 

◆場所: 東京大学国際センター相談室 会議室（本郷キャンパス第二本部棟１階） 

◆対象: 2019 年春、2018 年秋に卒業予定の留学生  

◆定員: 30 名 

◆締切: 9 月 20 日（水） 【先着順】 

◆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” 

英語によるセミナーです。This seminar will be conducted in English. 

“LinkedIn Coaches for students” Come learn how to use LinkedIn to build your professional 

identity and connect to the right opportunities. 

◆Date/Time: Oct.4th (Wed) 17:00-18:30 

◆Venue: Lecture Hall, 2F of Pharmaceutical Sciences Research Building, Hongo Campus  

◆Map: Building No.69 on http://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf 

◆Inquiries: International Center Advising Room (Hongo Office) 

Link to the World -International Career Development Forum 

英語によるセミナーです。This seminar will be conducted in English. 

東京大学として初の試みとなる、全学年対象のイベントを開催します。 

外国を本拠点とする企業の方が本イベントのために来日し、 講演やパネルディスカッション、座談会

を通じて情報提供、交流します。日本の就職活動・キャリア形成と異なる他国の事情、視点を自分で直



東京大学国際センター相談室（本郷オフィス） 

接知る貴重な機会です。 

“Link to the World” is the first-ever opportunity at the University of Tokyo! International 

companies from 5 countries/region will visit Japan for this purpose at UTokyo, offering 

exchange opportunities to UTokyo students, through lectures, panel discussion, and 

roundtable sessions. This is valuable opportunity to directly learn career-related 

circumstances and insights of their countries that are different from job hunting (Shu-katsu) 

and career development in Japan. 

◆日時 Date/Time：2017 年 10 月 28 日（土）Oct 28 (Sat), 2017 14:00-17:00 

◆場所 Place：浅野キャンパス 武田先端知 5F 武田ホール Takeda Building 5F, Takeda Hall, 

Asano Campus 

◆共催 Organized by：東京大学キャリアサポート室、東京大学国際センター相談室 Career Support 

Office, International Center Advising Room 

◆企画・運営協力 Cooperated by：株式会社エナジャイズ Energize Inc. 

English Seminar --SHUKATSU (Job Hunting) in Japan for Beginners 

What is your plan after graduation? 

Through the seminar, you can obtain a lot of useful/basic information regarding 

"SHUKATSU" (Job hunting) in Japan.  

*Job hunting schedule in Japan was changed from AY 2014 (for those who started working 

from Spring 2016). *The seminar will be conducted in English. 

[Contents] 

-How is the current job hunting/working situation for international students? 

-How should you start job hunting activities? When? 

-Workshop: "Imagine yourself working in Japan" 

◆Date/Time: November 16 (Thu) 15:30-17:00 

◆Place: International Center Meeting Room (1F, 2nd Administration Bldg, Hongo Campus) 

◆Who to attend: Those who are expected to graduate in Fall 2018 and Spring 2019 (Up to 

30 persons) 

◆Organized by International Center Advising Room (Hongo Campus)  

留学生のためのキャリアセミナー  『業界・企業を知る』 

卒業後のキャリア・・・ミスマッチングをしないために、今考える！仕事をえらぶ・会社をえらぶ・・・

名前やイメージだけで選んでいませんか？ 

＊「業界」ってなに？日本の企業はどのように知る？ 

＊メーカーってどんな会社？自分はなにができる？ 
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＊コンサルタントってかっこいい。でもどんな会社でなにをやるの？ 

＊自分の専攻分野をひろげて、業界・会社えらびをしたい。どうしたらいい？？ 

★ガイダンスは日本語で行います。 

◆日時：2017 年 11 月 29 日（水）17:00-18:30 

◆場所：本郷キャンパス薬学系総合研究棟２階講堂  ◆定員：25 名  

◆対象：日本で就職を考えている留学生 / これからキャリアを考える留学生 

◆講師：村上 豪氏（㈱ダイヤモンド・ヒューマンリソース） 

◆主催：東京大学国際センター相談室（本郷オフィス） 

これが知りたい！「留学生が日本で働くということ－－企業人事の方と本音ディスカッション」 

★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。（人事プロからのアドバイスを得て、ディスカッションの準備に役立てましょう） 

◆日時：2017 年 12 月 5 日（火）16:00-19:30 

◆場所：本郷キャンパス 医学部総合中央館（医学部図書館） 

◆対象：日本で就職を考えている留学生 

◆協力：電機メーカー、化学会社、IT 企業、流通業などの分野の大手優良企業の人事の方々 

◆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－ 

※このセミナーは日本語で行います。This seminar will be conducted in Japanese. 

※企業情報を得るためのセミナーではありません。※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 

○日時：12/19（火）16:00-17:30・2018/1/17（水）16:00-17:30・1/31（水）16:00-18:30 

○場所：国際センター相談室 交流談話室（本郷キャンパス第 2 本部棟 3 階） 

○対象：就職活動について具体的な準備をしたい人、ワークショップに積極的に参加する人、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 

○内容： 

第 1 回 2017/12/19（火）日本語・英語で CV を書いてみよう 

第 2 回 2018/1/17（水）自己紹介/自己分析、自分をマーケティングしてみよう 

第 3 回 2018/1/31（水）自己 PR のコツ、面接のアピール方法、模擬面接にチャレンジ（企業の採用

担当者による面接準備ワークショップ） 

○定員：30 名 

○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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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。（人事プロからのアドバイスを得て、ディスカッションの準備に役立てましょう） 

○日時： 2018 年 2 月 7 日（水）17：00-19：00 

○場所： 東京大学日本教育センター E 教室（第 2 本部棟 5 階）（詳細は参加者に通知） 

○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の方々  

○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 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！ 

This event will be conducted in Japanese. (English available at some companies' booths.) 

★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・・・2018 年 3 月 8 日（木）13:15-17:30 受付開始 12:45 [詳細はこちら / PDF] 

第２回・・・2018 年 3 月 9 日（金）13:15-17:30 受付開始 12:45 [詳細はこちら / PDF] 

場所：医学部総合中央館(医学部図書館）3F http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_02_01_j.html 

◆対象: 2018 年 9 月、2019 年 3 月 卒業・修了予定の留学生 （研究生も参加 OK) 

◆参加企業（順不同・敬称略） 

第 1 回：富士通、NEC、ダイキン工業、パナソニックシステムソリューションズ ジャパン、旭硝子、サントリーホールディング

ス、アビームコンサルティング、アクセンチュア、日本 IBM 東京基礎研究所、インテージテクノスフィア、東急不動産、出光興産 

第 2 回：日立製作所、ソニー、野村総合研究所、中外製薬、JR 東日本、ライオン、JTB、花王、三井不動産、チームラボ、DeNA、

AIST（国立研究開発法人 産業技術総合研究所） 

◆内容： 

★出展企業全社の紹介：ブースでの個別説明の前に、出展企業全社による説明があります。 

★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。  

【お問合せ】東京大学国際センター相談室（国際センター本郷オフィス） 

共催：東京大学国際センター / キャリアサポート室 

以上 


