
愛媛大学留学生就職促進プログラム推進室

お問い合わせ
愛媛大学国際連携推進機構
留学生就職促進プログラム推進室 089-927-8309

ryupro@stu.ehime-u.ac.jp

日本で就職したいけど、どう
やって就活を進めればいいか
わからない…そんな留学生の
みなさん！
日本の就職活動を有利にすす
めるためのポイントを、留学
生向けにわかりやすく解説し
ます。これからの就活に役立
てましょう！

愛媛大学または近隣大学に在籍する外国人留学生で、2023年3月
2023年9月、2024年3月または2024年9月卒業予定の人。対象

全6回

定員

Job Hunting Seminar for International Students

20人

愛媛大学愛大ミューズ 2F #202（学習支援室1） 時間 いずれの日程も

申込しめ切り 2022年 11月29日 火申込方法

就活集中講座

会場

まで

For international students who want to find a job in 
Japan but don't know how to proceed with the job-
hunting process...This is an easy-to-understand 
explanation for international students on how to make 
the most of your job-hunting activities in Japan. Let's 
make use of this information for your future job-
hunting!

max. number: 20 

all dates below will be held 12:40-14:10
Venue: Aidai Muse 2F, #202 at Johoku campus, Ehime University

International students who will graduate in Mar 2023, Sep 2023, 
Mar 2024 or Sep 2024. 

しゅうかつ

12:40 – 14:10

※新型コロナウイルスの感染状況等により、すべてオンラインとなる可能性もあります。
Depending on the status of the coronavirus infection and other factors, all of the sessions may be online.

6回すべてに参加しても、どれか1回だけに参加してもいいです。時間的に参加できない人へはアーカイブ動画をお送りします。
You can attend all six or just one of them. We will send the video archive in case you cannot join face-to-face seminar due to the time schedule.

2022年 12月 13日 火 2022年 12月20日 火

2023年 1月 17日 火 2023年 1月24日 火

火2022年 12月6日
日本企業で働く前に押さえて
おくべき在留資格の知識
Knowledge of residency status to be kept in 
mind before working for a Japanese company.

就活プロセスと求人情報の
入手方法
Job search process and how to get the 
information about job vacancies

選ばれるES・履歴書の書き方
How to write an Entry Sheet and CV to be 
selected by the company

ビジネスマナー
Business manners

面接
グループディスカッション
Job interviews and group discussion

先輩に聞く！就活必勝法
Ask a senior (senpai)! Winning strategies 
for job hunting

参加
無料

Free seminar

2023年 1月 10日 火

外国人留学生のための
しゅうちゅう こうざ

こちらのオンラインフォームから
お申し込みください

h t t p s : / / t i ny u r l . c o m / 2 p 8 8 v h t m

テーマ
第 1回

テーマ
第2回

テーマ
第3回

テーマ
第4回

テーマ
第5回

テーマ
第6回

https://tinyurl.com/2p88vhtm
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