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2018（平成 30）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
日本での就職についての基礎的なガイダンスです。*日本語で行います。
-日時：2018 年 9 月 21 日（金）15:00-16:30
-場所：Go Global センター（本郷キャンパス理学部 1 号館東棟 1 階）
-対象：2020 年春、2019 年秋に卒業予定の留学生
-定員：30 名（先着順）

Career seminar for International Students "LinkedIn Coaches for students"
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. *The seminar will be conducted in English.
-Date/Time: October 2 (Tue), 2018 17:00-18:30
-Place: Go Global Center (Faculty of Science Bldg. 1 [East], Hongo Campus)

日本企業訪問＆社員との交流会（パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社）
日本の代表的な「ものづくり」の企業を知り、そこで働く社員と話してみませんか？
-日時：2018 年 10 月 17 日（水）
-時間：15:45-19:00 頃 *現地集合・現地解散
-場所：パナソニックセンター東京（りんかい線 国際展示場駅）
-参加費：無料
-言語：日本語でコミュニケーションがとれること（ショールームでの説明は日本語です）
-人数：20 名程度
-内容：パナソニックセンター（ショールーム）のビジネスゾーン・オリンピックゾーンの見学、先
輩社員との懇談会（東大留学生 OB 含む）

留学生 Career ゼミ「留学生 OB から聞く企業選択と日本就職」
東大を卒業し、日本社会（大手総合商社と外資系企業で仕事経験あり）で働く先輩から、キャリア形成
と体験を聞き、自分自身のキャリア・就活を考えます。
-日時：2018 年 10 月 10 日（水）18:00-19:30
-場所：本郷キャンパス理学部 1 号館東棟 1 階 Go Global センター
-言語：日本語（Q&A は英語でも可能）
-人数：30 名程度

留学生のための就職ガイダンス
*日本語で行います。
-日時：2018 年 10 月 26 日（金）15:00-16:30
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-場所：Go Global センター（本郷キャンパス理学部 1 号館東棟 1 階）
-対象：2020 年春、2019 年秋に卒業予定の留学生
-定員：30 名（先着順）

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。企業の人と直接、本音でディスカッションをしましょう。日本で就職を考えるうえ
での疑問、不安、聞きたい事を人事の人に直接質問し、これからの就職活動や、キャリアプランに役立
てましょう。電機メーカー、化学会社、IT 企業、総合サービス業などの分野の大手優良企業の人事の
方々が 10 社 20 人以上参加します。
*Part 1：公開模擬面接「日本の人事は何を、どう見ているか」人事の採用担当役員部長級の方々が対
応
*Part 2：Key Note Speech「日本の人事の原理・就職・面接」
*Part 3：グループワークショップ「日本で働くということ…人事担当と直接話す・聞く」
*Part4：パネルディスカッション「ここが知りたいー日本で働くということ」
*留学生の先輩たちの質問 65 問に人事プロが回答した Question & Answer 集を当日くばります！
*シンポジウムは日本語で行います。
-日時：2018 年 12 月 6 日（木）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：就職活動中の人、卒業後のキャリアについて迷っている人

留学生 OBOG から聞く 業界・企業選択と日本就職
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？日本で働く東大の先輩から
本音の話を聞くチャンスです！
*このセミナーは日本語で行います。
-日時：2018 年 12 月 12 日（水）17:00-19:30
-場所：本郷キャンパス Go Global センター
-対象：日本で就職を考えている留学生

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？
＊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？？
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★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
就職活動のための自己分析の方法、自己 PR のコツ、面接の対応などの準備をするための 3 回シリー
ズのセミナーです。
*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/内容：第 3 回 2019 年 1 月 25 日（金）16:00-18:30 自己分析・面接対策
-場所：Go Global センター（本郷キャンパス理学部 1 号館東棟 1 階）
-定員：30 名
Global Career Fair（外資系企業ジョブフェア）
日本でビジネスを展開している大手有名企業によるジョブフェアです。企業のビジネス展開につい
て、直接説明が聞ける非常に良い機会です。ぜひ参加してください。
*このセミナーは日本語と英語で実施されます。
-日時：2019 年 2 月 13 日（水）13:15-16:30
-場所：Go Global センター（本郷キャンパス理学部 1 号館東棟 1 階）
-参加企業：Advanteck Japan (台湾）
、Cognizant（USA）
、Micron Memory Japan (USA)、Anker
Japan (中国）
、DKSH Japan (スイス）
、QuEST Global Services (シンガポール）
、Apple Japan
(USA)、HCL Japan (インド）
、BASF Japan（ドイツ）
、KPIT Technologies（インド）
、Warner
Bros. Japan (USA)、Boehringer Ingelheim Japan（ドイツ）
、Lincoln Electric Japan (USA)
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留学生 Career Cafe 『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面接とグループディスカッション、個人面接
の練習をします（人事プロからのアドバイスを得て、就職活動の準備に役立てましょう）
*このセミナーは日本語で行います。
-日時：2019 年 2 月 15 日（金）16:30-18:30
-場所：Go Global センター（本郷キャンパス理学部 1 号館東棟 1 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
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.)
-日時：
第 1 回・・・2019 年 3 月 12 日（火）13:15-17:00 受付開始 12:45
第 2 回・・・2019 年 3 月 13 日（水）13:15-17:00 受付開始 12:45
-場所： 本郷キャンパス Go Global センター
-地図：https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_44_j.html
-対象: 2019 年 9 月、2020 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（3/12）
：富士通、ダイキン工業、ソニー、野村総合研究所、AGC（旧・旭硝子）
、中外製
薬、サントリーホールディングス、DeNA、インテージテクノスフィア、花王、NEC 中央研究所
-第 2 回（3/13）
：日立製作所、アクセンチュア、ライオン、チームラボ、JR 東日本、パナソニック
システムソリューションズジャパン、JTB、三井不動産、AIST（産業技術総合研究所）、本田技研工
業、オリンパス、LINE
-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：就職活動について、キャリアサポート室の相談員と留学生支援室の相談員
が対応します。
-共催：キャリアサポート室
以上

