
2019 年度 東京大学 国際化教育支援室 留学生支援室 

2019（令和元）年度に実施した就職ガイダンス・セミナー 

東大＆JETRO の共催企画事業 

 Link to the world－Exploring your Career Path with Global Companies- 

(1) 6 月 5 日（水）18:00-20:00 シンポジウム「外資系企業で働くということ」（外資系企業交流会

（6 月 11 日）プレイベントです） 

将来の自分のキャリアパスをグローバルに考える学生のためのシンポジウムです。以下のような内容

を通じて、外資系企業・外資系企業で働く人を知り、自身のキャリアについて考える機会です。6 月 11

日に参加予定の方は、できるだけ出席してください。 

外資系企業でのキャリア形成の可能性は？／そこで働く社員の実態って？／外資系企業はどんな人材

を求める？／海外留学？グローバル体験？／将来の活躍にむけて大学時代をどう過ごす？ 

*外資系企業での経験がある卒業生もパネルディスカッションに参加します。 

*言語：英語で実施します。 

(2) 6 月 11 日（火）16:00-19:00 外資系企業交流会 

日本国内に拠点をもつ外資系企業が 30 社以上結集します。以下のようなことについて、知り、考える

きっかけにしてください。 

日本進出の外資系企業のビジネス展開について知る／各参加企業から、技術・研究について直接情報

を得る／グローバル企業における、キャリアデザインとは？ －国内？将来は海外へ 

*言語：英語・日本語（各企業ブースでは各国言語） 

*出展企業：幅広いジャンルの外資系企業 30 社以上が参加 

*企業一覧：合同会社西友,マイクロンメモリジャパン合同会社, iASYS Technology Solutions 株式会社,ハイセンスジ

ャパン株式会社,カーバチュア・ジャパン合同会社, Means Industries Inc., M&G Investments Japan, IGENOMIX 

JAPAN,ハイウィン株 式会 社,L&T Technology Services Limited, キャ タピラー ジャパン合 同会社 , Revolut 

Technologies Japan 株式会社,Ｂ＆Ｒ株式会社,Basler,クンチ株式会社,デュポン株式会社/DuPont K.K.,ジック株式会

社,Ne2 Pacific 株式会社, Znalytics 合同会社,エリクソン・ジャパン株式会社,北京中関村東京駐在所,HIVERY Japan 

株式会社,OYO hotel Japan Gk, CES 中電株式会社,Cambridge Consultants, MSD 株式会社 / MSD K.K (Merck),FPT

ジャパンホールディングス株式会社,Procter and Gamble Japan, DKSH ジャパン株式会社,日本森田薬粧株式会

社,Cognizant Japan,日本エア・リキード株式会社,Satyam Venture Engineering Services Private Limited Japan 

Branch, Quest Global Services Pte.Ltd 

-場所：武田ホール 武田先端知ビル 5F（浅野キャンパス） 

-主催：東京大学（キャリアサポート室・留学生支援室）/日本貿易振興会（JETRO） 

東京大学留学生のための就職ガイダンス Part1-仕事を知る- 

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。 

・日本の採用スタイルとは？いつ、どう動く？ ・コンサルティング？メーカー？商社？どう選ぶ？ 
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・自分の専攻・専門性と企業選び ・これから何を準備する？ 

*このガイダンスは日本語で実施します。 

-日時：10 月 4 日（金）18:00-19:30 

-場所：Go Global センター 

-対象：2021 年春/2020 年秋に卒業予定の留学生 

-主催：東京大学留学生支援室 

Global Career Seminar / Career ゼミ「企業を知る- teamLab-」 

teamLab の会社説明・Q&A Session・Internship の紹介などを、teamLab 本社で実施します。 

-日時：10 月 10 日（木）18:30-20:30 

-場所：teamLab 本社（御茶ノ水駅近く） 

-言語：英語（質疑応答は日本語・英語・中国語） 

-対象：teamLab のビジネスや、今後の展開、そこで働くということについて知りたい人誰でも（学

年・国籍 限定なし。本学学生に限る） 

-主催：東京大学留学生支援室 

Open Career Seminar for International Students using LinkedIn 

*このセミナーは英語で実施します。 

We will discuss: Hints and Tips on clarifying your future career/How to start design your 

career/How to use LinkedIn/Best practices for a complete LinkedIn profile/How to make your 

best impression to get noticed by potential employers. 

-Date/Time: October 16 (Wed) 17:00-18:30 

-Place：Go Global Center, Faculty of Science Bldg.1 [East], Hongo Campus 

東京大学留学生のための就職ガイダンス Part2-企業は何を見る？どう選ぶ？ー 

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。 

・「あなたが必要」と思われる人材とは？ ・あなたのどこを？何を？企業は見る？ 

・ どのように準備したら？ ・インターンシップに参加する？ 

-日時：2019 年 10 月 28 日（月）18:00-19:30 

-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：2021 年春/2020 年秋に卒業予定の留学生 

留学生 OBOG/内定留学生から聞く 業界・企業選択と日本就職・就活体験 

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？日本で働いている/内定して

いる東大の先輩留学生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。 
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*富士通、花王、楽天、安藤ハザマ（予定）で働く東大留学生 OBOG が話します。 

*日本企業・外資企業に内定した先輩留学生が経験談を話します。 

-日時：11 月 13 日（水）17:00-19:00 

-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 

Global Career Seminar/Global Career ゼミ「企業を知る- NTT DATA-」 

日本での経験を活かし、日本企業のアジア拠点で働くという可能性について、NTT DATA が紹介しま

す。海外現地で働く先輩外国人社員が、体験について、ビジネスのことを直接みなさんに語ってくださ

います。*このセミナーは英語で行います。 

-日時：11 月 27 日（水）17:00-18:30 

-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） 

-言語：英語（質疑応答は日本語・英語・タイ語で可能） 

-対象：アジア地域からの留学生（学年限定なし） 

-内容：NTT DATA の会社紹介 

タイ現地法人社員によるアジア地域のビジネス紹介・体験談、留学生向け求人案内、質疑応答 

留学生のための就職シンポジウム 

「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-」 

日本で就職を考える時の疑問、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 11 社 30 人以上参加します。 

-プログラム 

Part 1：基調講演「日本企業への就職において知っておくべき事」 

Part 2：面接体験ワークショップ「日本の人事は何を見ているの？」何を聞き、どう答える？   

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」 

Part 4：全体ディスカッション「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。 

*日本語力が不安な人は、英語で質問できるグループを作ります。 

-日時：12 月 4 日（水）16:00-19:30 

-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：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！ 
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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・・・1 月 22 日（水）13:15-17:00 受付開始 12:45 

第 2 回・・・1 月 23 日（木）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（理学部 1 号館東棟 1 階） 

-対象: 2020 年 9 月、2021 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（1/22）：富士通、ダイキン工業、ソニー、パナソニックシステムソリューションズジャパン、

JR 東日本、サントリーグループ、花王、構造計画研究所、安藤ハザマ、JTB、三井物産、日本タタコン

サルタンシーサービシズ 

-第 2 回（1/23）：日立製作所、野村総合研究所、NEC 中央研究所、ライオン、アクセンチュア、東急

不動産、AGC、DeNA、チームラボ、中外製薬、日鉄ソリューションズ、双日 

★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。 

-問合せ：留学生支援室（本郷）-共催：東京大学キャリアサポート室 

留学生のための就職セミナーCreate Your Own Toolkit  

「面接ワークショップ-Job Interview」 

就職活動のための自己分析の方法、自己 PR のコツ、面接の対応等の準備をす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。*講師：企業の採用担当の方々 

-日時：1 月 28 日（火）16:00-18:30 

-場所：本郷キャンパス Go Global センター（理学部 1 号館東棟 1 階） 

-対象：就職活動について具体的な準備をしたい人 -定員：30 名 

外資系企業を知るための UTokyo Global Career Fair 

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：2 月 5 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） 
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-参加企業：Anker Japan (中国), Cognizant Japan (米国), Hisense Japan (中国), Apple Japan (米

国), Curvature Japan (米国), Micron Memory Japan (米国), B&R K.K. (オーストリア), DKSH 

Japan (スイス）, MSD K.K. (米国), Cambridge Consultants (英国), Guidepoint Global (米国), 

Seiyu, G.K. (米国) 

留学生 Career Cafe 『留学生の自分が日本で働くということ』 

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

ンと面接」の模擬練習をします。（人事プロからのアドバイスを得て、ディスカッションと面接の準備

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：2 月 28 日（金）16:00-18:00 ※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止しました 

-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 

 

以上 


