『JASSO 就職支援』お役立ちサイト
以下のサイトにリンクしています。

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/job/index.html

１．外国人雇用サービスセンター
・サービス内容：雇用情報の提供、職業相談や紹介、インターンシップの受付
・所在地：東京・大阪・名古屋
・対応言語：東京／英語・中国語 大阪・名古屋／英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語
・相談方法：電話・訪問
・URL：東京 http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/
大阪 http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/
名古屋 http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

２．公共職業安定所（ハローワーク）
・サービス内容：就職に関する相談
・所在地：各都道府県
・対応言語：日本語
・外国語で相談できるハローワーク所在地：31 都道府県
・対応言語：英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語（地域によって異なります。）
・相談方法：電話・訪問
・ハローワークのインターネットサービス
URL：https://www.hellowork.go.jp/
・大学等就職情報 WEB 提供サービス
URL：http://job.gakusei.go.jp/info/location_list.html
・新卒応援ハローワーク
URL：http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/05.html

３．外国人在留総合インフォメーションセンター
・サービス内容：入国手続や在留手続等に関する相談
・所在地：仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡
・対応言語：英語・中国語・韓国語・スペイン語等（地域によって異なります。）
・相談方法：電話・訪問
・URL：http://www.immi-moj.go.jp/info/

４．入国管理局（支局）
・サービス内容：在留資格変更等の各種手続き
・所在地：札幌・仙台・東京・成田空港・羽田空港・横浜・名古屋・中部空港・大阪・関西空港・
神戸・広島・高松・福岡・那覇
・対応言語：日本語
・相談方法：電話・訪問
・URL：http://www.immi-moj.go.jp/

外国人留学生のための

就活ガイド

５．日本商工会議所
・サービス内容：企業情報及び就職関連情報の提供、インターンシップの受付
（実施していない商工会議所もあります。）
・所在地：各都道府県
・対応言語：日本語
※対象：外国人専用ではありません。
・相談方法：電話・訪問
・URL：http://www.jcci.or.jp/

留学生事業部

国際奨学課

〒 135-8630 東京都江東区青海 2-2-1
TEL（03）5520-6030 FAX（03）5520-6031

※本書に記載された内容を、
無断で転載することを禁じます。
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就 活中のみなさんへ

さまざまな出会いと経験を胸に、あなたはいよいよ社会に飛び立とうとしています。
日々、何気なく触れてきた製品やサービスは、
「働く人々」によってもたらされたものです。

就活の進め方

2

留学生の就職状況
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日本企業の留学生採用ニーズ
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就活の準備
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業界・企業研究
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仕事研究
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OB・OG 訪問
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インターンシップ
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エントリー

30

エントリー

これからは、あなた自身が「働く人」として、あなたの力が社会を築く力に変わるのです。
あなたの「働き」は日本国内だけにとどまらず、世界に影響を及ぼすでしょう。

合同企業説明会・セミナー

35

会社説明会

36

エントリーシート

38

「好感の持てる就活スタイル」

42

採用試験・内定から入社まで

44

筆記試験

45

就活マナー講座❶

あなたの人生を豊かにする職場、やりがいのある仕事を見つけるためには、綿密な準備が
必要です。新しい世界に飛び込むには勇気がいります。不安もあるでしょう。

31

面接

47

就職活動は自分を見つめ直し、さまざまな能力を磨く機会だった、と多くの先輩たちが

内定から入社まで

51

語っています。途中でつまずくことがあっても、あきらめずに頑張ってください。

働きはじめる前に

52

就活マナー講座❷

さあ、勇気を出して。この「就活ガイド」があなたの夢への道案内になりますように。
JASSO はいつもあなたを応援しています。

「好印象を残すためのマナー」

54

在留資格の変更

56

在留資格変更許可申請

57

必要書類の準備

58

卒業後の就活

59

就活体験談

60

いまだから話せる日本の就活

65

就活マナー講座❸

第一印象とは

66

COLUMN ❶

なぜ留学生が日本の就職活動で苦戦するのか 67

COLUMN ❷

就職活動成功に向けたポイント

68

COLUMN ❸

就活後半におけるポイント

69

就活の進め方

決め手は、スタートと情報収集！
早めに活動をはじめること。そして、十分な情報を得て、効率的に活動すること。
それが日本での就職を成功に導く決め手になります。

2018 年度採用で予想される就活スケジュール

まずは、どの時期にどんなことをする必要があるのかを把握しておきましょう。

（各企業によって異なるので、積極的に情報収集するようにしましょう）

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

［就活採用スケジュール］

3月

4月

●広報活動開始

5月

6月

7月

●選考活動開始

8月

9月

10 月 11 月 12 月 1 月
●内定解禁

インターンシップに参加する
（P28）

合同企業説明会・セミナー／会社説明会
（P35）

（P36）

10 月 1 日までに就職が決ま
らなかった学生、採用できな
かった企業は継続して就職・
採用活動を行います。

エントリー

2 018 年度採用って？

（P31）

年度とは、特定の目的のために規定されている1 年間の区切り方をいいます。日本の多くの企業は、
その会計年度を 4 月 1日から翌年 3 月 31日までとしています。これに対して企業の採用活動は、こ
の会計年度をまたいで行われることが多いため、実際に入社する年度を、採用年度として表記するの
が一般的です。たとえば大学 3 年生が 2016 年の秋から、就活をスタートする場合の入社年度は、
2018 年度となることから、多くの企業はこの年の採用を「2018 年度採用」と表記します。また、就
職情報サイトの表記も 2018 となります。この冊子のタイトルに「2018」と表記しているのも、2018
年度採用向けの情報誌であることを明記したものです。

エントリーシート・履歴書提出
（P38）

（P37）

適性検査
（ウェブテスト・テストセンター受検等）
（P45）

筆記試験、面接

（P45） （P47）

内々定（正式な内定は 10 月～）
（P51）

在留資格変更
（P57）

［学内スケジュール］
●定期考査

●夏休み

●定期考査

●定期考査 ●夏休み ●院試

●春休み

［就活を進めるために準備すべきこと］広報活動や選考活動の開始時期よりも前から早めに準備に取り

掛かり、万全の状態で本番を迎えましょう。

自己分析（P7）
業界・企業研究（P11）・仕事研究（P17）、OB・OG訪問（P26）
エントリーシート対策（P38）
面接対策（P47）

情報源と
収集すべき内容

■大学のキャリアセンター

■新聞

■書籍・情報誌

■ Web

■公共機関

・企業の採用情報
・就職に関する個別相談
・卒業生リスト
・先輩の就活体験談

・今年度の就職活動の動き
・日本社会の動向（経済・政治）
・国際情勢
・求人情報

・業界動向
・就職試験対策
・求人企業情報
・会社四季報／業界地図

・企業の採用情報
・資料請求／エントリー
・セミナー申し込み
・口コミ情報 ・就職四季報

・大学にはない求人票
・インターンシップ情報
・外国人を対象とする情報
・個別の就職相談

2

3

裏表紙参照

留学生の就職状況

日本企業の留学生採用ニーズ

留学生の就職者数について

就職活動を始めるにあたり、日本企業が外国人留学生に何を求めているのかを知ることが大切です。

平成 27 年 5 月1日現在の留学生数は、208,379

■留学生からの就職目的の申請数等の推移

人となっており、10 年前と比べ約 1.7 倍に増え

（人）
18,000

ています。
（独立行政法人日本学生支援機構

16,000

（JASSO）調べ）

申請件数

許可件数

不許可件数

14,170

14,000
11,410 11,789

12,000

一方で、平成 27 年に留学生が日本企業等への
就職を目的として在留資格変更許可申請を行っ
た件数は、17,088 人でこのうち 15,657 人が許可
されています。ここ数年は増加傾向にありますが、
留学生の日本国内の就職は簡単ではありません。

10,000
8,000
6,000

9,034
5,820

4,000 5,264
2,000

17,088

6,788

11,040
10,262

8,272

11,698
10,230
8,467

9,584

7,831

9,143

15,657

12,793

910

11,647
10,969

留学生は大企業志向が強く、有名企業への

8,586

762

1,148

749

646

636

557

729

1,146 1,212

1,431

100〜299人

を占めています。またその内 50 人未満の中

1,000〜1,999人
2,000人以上
その他・不詳

5.2%

日本の中小企業は、大企業の下請けの役割
を果たすだけではありません。世界ナンバー
多数あります。会社の規模だけでなく、企業

業種は、商業・貿易、コ
ンピュータ関連、教育が
多く、
職種では翻訳・通訳、
販売・営業が多いです。
どのような業界でどのよう
な仕事をしたいのかを考
えてみましょう。

ダイバーシティ要員とは、文化背景の異なる人材
社内に取り込むことにより、組織活性化を目的

販売・営業
24.3
翻訳・通訳
23.9
技術開発（情報処理分野） 7.8
経営・管理業務
7.5
教育
6.0
設計
4.9
技術開発（情報処理分野以外） 4.8
海外業務
3.4
貿易業務
1.7
会計業務
1.7
医療
1.5
調査研究
1.1
デザイン
0.8
広報・宣伝
0.6
その他
10.0

4

商業・貿易
コンピュータ関連
教育
飲食業
土木・建築
ホテル・旅館
旅行業
運輸
金融保険
医療
その他非製造業
非製造業

10

20

30

40

50

60（%）

出典：経済産業省「外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査」
（2015 年）

■求める日本語能力

留学生の就職活動において、企業が最も注目し
ている能力が日本語能力です。就職活動では必

英語能力がある
場合

ずエントリーシートの提出・面接というステップを

20.5

8.2 2.3 0.6
38.6

29.8
1.8 1.8

英語能力がない
場合

25.9
0

J1+
J1+
J1
J2/N1
J3/N2
J4/N3

能力がない留学生については 9 割以上が N1 以
上と回答しています。英語ができる学生について

J1

40.6

20

J2/N1

40
J3/N2

30.0
60

J4/N3

80

100
（%）

問わない

どのようなビジネス場面でも日本語による十分なコミュニケーション能力がある
幅広いビジネス場面で日本語による適切なコミュニケーション能力がある
限られたビジネス場面で日本語による適切なコミュニケーション能力がある
限られたビジネス場面で日本語によるある程度のコミュニケーション能力がある
限られたビジネス場面で日本語による最低限のコミュニケーション能力がある

出典：経済産業省「外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査」
（2015 年）

採用時に重視する能力について

■就職先の業種と職種の内容
業種

1.0
0

日本企業が採用時に求める日本語能力は、英語

出典：法務省入国管理局「平成 27 年における留学生の日本企業等
への就職状況について」

割合（%）

4.0

その他

のことです。多様な背景をもつ人材を意識的に

は、N2 でも可とする企業も少数ですがあります。

職種

55.8

日本人では十分な人員を確保
できないため

がなければ内定を獲得することは難しくなります。

8.5%

就職先の業種と職種について
留学生が 就職している

3 つ目は、ダイバーシティ要員としての採用です。

て面接を重要視するため、
「聞く力」・
「話す力」
12.8%

55.8

国籍にかかわらず選考を行った
結果、留学生が採用されたため

踏まなければなりませんが、企業は採用におい

12.1%

ワンの技術やシェアを持っている優良企業が

ることができます。

300〜999人

38.1%

小企業への就職が約 4 割を占めています。

の事業内容を研究することで就職の幅を広げ

50〜99人

15.3%

28.1

社内の多様性を高め、
職場を活性化するため

留学生に求める日本語能力について

1〜49人
8.0%

44.7

専門能力をもった人材を獲得し、
事業を高度化するため

としています。

入社意欲が高い傾向にあります。

23.1

留学生の母国に関わらず
海外事業を開拓・拡大するため

要員とは海外との架け橋となる人材のことです。

■就職先の従業員規模

人未満の中堅・中小企業への就職が約 7 割

留学生の母国への海外事業を
開拓・拡大するため

目は、ブリッジ要員としての採用です。ブリッジ

出典：法務省入国管理局「平成 27 年における留学生の日本企業等への就職
状況について」

しかし、右のグラフを見てわかるとおり、1,000

つに分類されます。まず 1 つ目は、国籍不問採
秀な人材を求める」という採用方針です。2 つ

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

就職先の企業規模について

■採用理由

日本企業による留学生の採用目的は、大きく３
用です。国籍不問採用とは「国籍に関係なく優

12,958

5,878

556

留学生を採用する目的について

割合（%）

21.1
10.1
7.5
3.2
2.5
2.9
2.5
1.8
1.3
1.8
25.5
80.3

業種

割合（%）

電機
3.4
機械
2.9
食品
2.2
運送機器（自動車等） 1.9
化学
1.0
繊維・衣料
1.0
金属・鉄鋼
0.3
その他製造業
6.9
製造業
19.7

出典：法務省入国管理局「平成 27 年における留学生の日本企業等
への就職状況について」

■採用時に重視する能力

留学生の採用において、最も重視される能力は、
「日本語能力」
、次に「コミュニケーション能力」

採用時に重視する項目

語学力（日本語）
コミュニケーション能力
バイタリティ
熱意（志望度）
専門性
語学力（英語）
発想の豊かさ
リーダーシップ
出身大学
大学の成績

です。その他に「バイタリティ」
「
、熱意（志望度）
」
も重要視されます。
「バイタリティ」とは苦難や障
害を乗り越えていくような力強さのことです。
「熱
意」は入社意欲をアピールをすることです。業種
別では、製造業は「専門性」
、
「英語力」が重視
される傾向があります。

製造業（%） 非製造業（%）

64.8
55.2
41.9
28.6
26.7
19.0
14.3
9.5
4.8
1.9

75.7
65.4
33.6
29.0
22.4
11.2
14.0
7.5
3.7
1.9

出典：経済産業省「平成 24 年度日本企業における高度外国人採用・活
用に関する調査」

5

自己分析
就活は自己分析からはじまる
自己分析とは、自分の長所や短所、好き嫌い、専門や能力、興味、将来の夢、
過去を振り返り、現在の自分を見つめ直し、将来の理想の姿を思い描くことで、

自己分析

■自己分析の目的
業界・企業研究

就活の準備

今まで気づかなかったありのままの自分を知ることです。

❶自分に向いている仕事ややりたい仕事を見つけるため
❷エントリーシートや面接で自分を上手にアピールするため

■自己分析の方法

就活は自己分析からはじまる

7

下に示したように、自分を様々な角度から見つめ直すことから始めましょう。
現在の自分を
見つめる

11

仕事研究

将来の自分を
考える

仕事研究

業界・企業研究
やりたい仕事はどの業界にあるのか

自己分析

価値観、人生観について、あらためて自分に問いかけ、整理してみることです。

過去を振り返る

仕事の現実と求められるスキルを知る

17

社会人の本音が聞ける絶好のチャンス

26

28

現在の自分を
見つめる

家族や学校、サークル、ゼミ、アルバイト等での自分の役割や自分の魅
力をアピールするためのエピソードを準備しましょう。

過去を振り返る

子供の頃までさかのぼり、印象に残る出来事や感動した出来事について整理し
ましょう。過去を振り返り、確認することで、自分の適性を知るヒントになります。

⇒ P8

将来の自分を考える
⇒ P9

日本とのつながりを
考える ⇒ P9

なぜ、今日本で学んでいるのか、なぜ日本で働きたいと思っているのか。
母国との関係を含めて、自分を見つめ直してみましょう。

客観的に自分を知る

自分が他人からどう思われているか、友人など周りの人から意見を聞くこ
とで、自分を客観的に見つめましょう。

⇒ P10
6

仕事と人生における、自分の夢や目標について考えてみましょう。

7

インターンシップ

インターンシップ

インターンシップは貴重な就業体験の場

O
G

訪問

OB・OG 訪問

O
B

・

客観的に
自分を知る

日本とのつながり
を考える

■過去を振り返る

－「過去の自分史」の作成－

■将来の自分を考える

過去の自分を知るために「過去の自分史」を作りましょう。

－「未来の自分史」の作成－

将来の夢や目標を考えるために、
「未来の自分史」を作りましょう。

「過去の自分史」は 6 歳ぐらいから学歴ごとに思い出していく作業です。
学歴とは、日本でいうと「小学生」「中学生」「高校生」「大学生」に区分されます。

人生設計をどのように考えているのか、時系列で書き出すものです。
何を行うにしても、目標を設定して進めていくことはとても大切なことです。
特に、希望する企業に入社することが、これからのあなたの人生設計において、
どのような位置付けなのか考えてみましょう。

■「過去の自分史」の作り方

■「未来の自分史」の作り方

■「過去の自分史」作成手順

■「未来の自分史」作成手順

❷学歴ごとに、
「得意なこと」、
「苦手なこと」、
「日本とのつながり」を思い出してみましょう。

❶ 3 年後、5 年後、10 年後、20 年後、30 年後で区切り、作成してみましょう。

❸現在在籍する学校での出来事は最低 3 つ以上あげてみましょう。

「人生設計」と「仕事の目標」を考えてみましょう。
❷実現可能であるか、という観点ではなく、

❹記憶に残る出来事を思い出しましょう。また、その出来事から何を考え、どう行動したか、

❸なぜそうなりたいか、どうすれば達成できるのか、考えてみましょう。

その出来事を通じて何を学んだのかを考えましょう。

時代

《記憶に残る出来事は何を書くか？》
ゼミでの活動、授業、部活、サークル、アルバイト、ボランティア、趣味、留学など

苦手なこと
（短所）

日本との
つながり

その出来事 その出来事を
記憶に残る
通じて
から何を考え・
出来事
行動したか 何を学んだか

仕事の目標

なぜ
そうなりたいのか

どうすればその目標
が達成できるか

3年後
仕事研究

行動特性
得意なこと
（長所）

人生設計

業界・企業研究

❶小学校、中学校、高校、大学の学歴ごとに区切り、作成しましょう。

時代
（学歴）

自己分析

「過去の自分史」は頭の中で、考えるだけでなく、紙に書き出していくことが大切です。
また、作成した後も度々見直す必要があります。

「未来の自分史」は、卒業後の自分について、会社でどのような活躍をしたいのか、

5年後
10年後
20年後

O
B

・

小学校
（7歳～12歳）

30年後

O
G

訪問

中学校
（13歳～15歳）

■日本とのつながりを考える

－留学生としての自分を知る－

面接において、日本企業は留学生に下記の質問をすることが多いようです。

❶「なぜ日本を留学先に選んだのか」

大学
（19歳～22歳）

❷「なぜ日本（日本企業）で働きたいのか」

応対できるように事前に準備をしておきましょう。
文章を作るときには、
「過去」と「将来」の
2 つの軸で日本とのつながりを考えてみま
しょう。

「過去」…… 日本との繋がりのきっかけ
面接官にインパクトを与えるような出来事だけが必要なわけではありま
せん。記憶に残る出来事に対して何を考え、どう行動し、何を学んだ
かを思い出しましょう。
過去を思い出していくことで、人生の分岐点を見つけ、自分の行動特
性を見つけることが、
「過去の自分史」を作成する上で大切になります。
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「将来」…… 日本との繋がりの希望

< 日本との関わりの見つけ方 >
< 注意点 >
●日本の製品やコンテンツなどとの出会い
●日本と関連のあるものか確認しましょう。
●母国の生活の中での日本とのつながり
●どんな小さなきっかけでも、まずは書き出しましょう。
●出来事の内容ではなくて、何を感じて、どう思った
●家族、友達などの日本との関わり（聞いた話等）
のかを考えることが大切です。
●日本語の勉強
●母国での日本人とのつながり
9

インターンシップ

高校
（16歳～18歳）

■客観的に自分を知る

－「ジョハリの窓」の活用－

客観的に自分を知るためには、
「ジョハリの窓」を活用して分析する方法があります。
「ジョハリの窓」とは、サンフランシスコ州立大学の心理学者ジョセフ・ルフト (Joseph Luft) と
ハリー・インガム (Harry Ingham) が発表した「対人関係における気づきのグラフモデル」の

＜開かれた窓＞
自分も分かっており、
他人も知っている自分

＜気づかない窓＞
自分は気付いていないが、
他人が知っている自分

知らない

D

＜未知の窓＞
自分も他人も
気付いていない自分

■業界・企業研究を行う目的
❶自分が希望する業界や企業を見つけるため。
❷エントリーシートや面接で回答する志望動機を明確にするため。
❸自分の長期的なキャリアビジョンと仕事や人生において自分のなりたい姿とあっているか
考えるため。

業界・企業研究

知っている

周囲の人が

B

知らない

＜隠された窓＞
自分には分かっているが、
他人には分からない自分

小売」などがあります。希望する企業選びのための第一歩が「業界・企業研究」です。
とで、自分のやりたい仕事を探しましょう。

知っている

C

「業界」とは、活動内容で産業を分類したものです。たとえば「メーカー」、
「商社」、
「流通・
どのような業界や企業があるのかを知り、そして、どのような職種があるのかを理解するこ

自分自身が

A

やりたい仕事はどの業界にあるのか
自己分析

ことです。あなたから見たあなた、そして周囲の人から見たあなたを「知っている」
、
「知らない」
の 2 つの面に分けて分析する手法です。

業界・企業研究

■業界・企業研究の手法

❶自分の良いところ（長所）・気になるところ（短所）を 30 個程度書き出してみましょう。
❷知り合いに自分の良いところ（長所）・気になるところ（短所）を 20 個程度聞いて書き出し
てみましょう。

業界・企業研究を行うには、まず社会の動向や経済の状況を把握しましょう。次に、各業界を調
べることで、状況がよく理解できます。そのためには 5 段階で研究を進めましょう。

1

意外性を感じさせる特性です。企業に対して、見た目と違う印象を
与えたいときに活用することができます。

自分が知らないで他人が

普段から自然に意識せずに言ったり思ったりしてしまう特性です。
ここでの短所は改善することが必要です。

C 知っているエリア

自分も他人も気付いてい

D ないエリア

特種な環境におかれたときに出現してくる見えない自分です。企業
へのアピールには使えないですが、この部分が自分の可能性とも
言えます。

❹全ての分類の中から最も自分に当てはまる要素を 5 つ選び、その特性に関係するエピソー
ドを作成しましょう。

10

インターネットや書籍を利用して調べましょう。

3

興味ある業界や自分に合いそうな業界を見つける
自分の長期的なキャリアビジョンと、業界の特徴の相性を考えましょう。

4

興味のある業界と関連のある周辺の業界についても調べる
興味のある業界の周辺の業界を調べることにより、志望する業界の幅を広げましょう。

5

O
G

志望する業界を絞り込み、その業界と企業について個別に研究する
志望する業界を決めたあとは、その業界にどのような企業があるか調べましょう。
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インターンシップ

自分が知っていて他人が

B 知らないエリア

O
B

どのような業界があるかを広く知る

訪問

自分も他人も認める、最も自分らしい特性です。
長所は、自分の強みとして企業にアピールすることができます。

2

・

自分も他人も知っている

社会や経済の動向を知る
新聞や雑誌、ニュースなどを見て情報収集しましょう。

❸❶、❷で書き出したものを A、B、C それぞれの窓に分類しましょう。
A エリア

仕事研究

■「ジョハリの窓」の作り方と分析方法

■業界や企業情報を収集する方法

インターネット（就職情報サイトや企業のHP、商工会議所、JETROなど）

自分で調べる

書籍（各社発行の「業界地図」、
「業界本」）

就職支援機関の活用

ハローワーク（大学生などを対象とした「新卒学生ハローワーク」）
（外国人を対象とした「外国人雇用サービスセンター」※）
※東京・名古屋・大阪

所属大学のOB・OG
大学外で開催する合同企業説明会や個別の企業説明会
大学内で開催する合同企業説明会や個別の企業説明会

■業界の種類

分類

業界

交通

繊維・紙パルプ

運輸

化学・石油

サービスを提供
する業界

薬品・化粧品

（⇒P14）

ホテル・旅行・観光
人材サービス

機械・プラントエンジニアリング

教育

電子・電気機器

医療・福祉

自動車・輸送用機器

保安・警備

精密・医療用機器

新聞

印刷・事務機器関連

出版・広告
情報を発信
する業界

証券・投資信託委託

（⇒P15）

放送・通信社
ソフトウェア・情報処理

生命保険・損害保険

通信・ネットワーク

商社

ネット関連技術
12

■総合商社
■専門商社 ( 農林・水産 )
■専門商社 ( 食品 )
■専門商社 ( 住宅 )
■専門商社 ( 繊維・アパレル )
■専門商社 ( 紙・パルプ )
■専門商社 ( 化学・薬品・石油 )
■専門商社 ( ゴム・ガラス・セメント )
■専門商社 ( 鉄鋼・金属 )
■専門商社 ( 機械 )
■専門商社 ( 電子・電気機器・通信機器・
ゲーム製品 )
■専門商社 ( 精密・医療用機器 )
■専門商社 ( 印刷・文具・事務機器 )
■専門商社 ( スポーツ・日用品 )
■専門商社 ( 教育 )
■通信販売・ネット販売

■総務・人事・労務 ･･･P18
■経理・会計・財務 ･･･P18
■法務・審査・特許 ･･･P18
■貿易事務・海外事務 ･･･P18
■一般事務・秘書・受付 ･･･P18
■調査研究・マーケティング ･･･P19
■企画・商品開発 ･･･P19
■経営企画 ･･･P19
■営業…･･･P19
■営業推進・販売促進 ･･･P19

ショップでの商品売買から、石油や天然ガスといったエネルギーの買付けなど、企業と消費者、企業と
企業との間を仲介する役割を担っているのが「商社」です。
商社には、大きく分けて「ラーメンから航空機まで」とうたわれるほど多岐にわたる商品を取り扱う「総
合商社」と、
食品、
繊維、
燃料など特定の商品のみを扱う
「専門商社」があります。それぞれに「総合力」
「専
門性」という特徴があり、グローバルなビジネス展開で培ったビジネスノウハウを武器としています。また、
取引の相手が海外諸国にまで拡大していることから、国際感覚を持ち合わせた人材が豊富で、近年は商
取引の仲介のほかに、市場開拓や事業経営などさまざまな分野へと進出しています。
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O
B

O
G

インターンシップ

鉄鋼・鉱業

外食産業

主な 職 種

訪問

不動産

住宅・インテリア

主な業 種

・

（⇒P13,14）

専門店

建設

銀行
モノやお金を
動かす業界

百貨店・スーパー・コンビニエンスストア

人と企業、企業と企業を結ぶ
商取引のプロフェッショナル

（⇒P13）

モノを売る業界
（⇒P15）

農林・水産

モノを作る業界
（製造業）

業界

商社

食品

分類

仕事研究

「業界」とは、活動内容で産業を分類するための区分です。
業界は、原材料などを加工することによって製品を生産し、提供する産業である「製造業（モノ
を作る業界）」とそれ以外の「非製造業」に分類されます。
「非製造業」については、
「モノやお金を動かす業界」、
「モノを売る業界」
、
「サービスを提供す
る業界」、
「情報を発信する業界」に分類するとわかりやすく希望の業界を探すことができます。

「モノづくり日本」を支え、日本経済を支えているのがメーカーです。ひとくちにメーカーといっても、そ
の製造するモノによって実に多くの業種に分けられます。自動車をつくる「自動車メーカー」
、テレビやパソ
コン、携帯電話などをつくる「電機メーカー」
、インスタントラーメンやお菓子、ジュースなどをつくる「食
品メーカー」など。私たちの身の回りにある身近なモノのほかにも、半導体や電子部品、住宅や自動車な
どに使われる木材、鉄鋼など、製品のもとになっている素材をつくるのもメーカーです。
社会が豊かになり、あらゆるモノが充足され、消費者は、より便利なモノ、品質の高いモノ、新しいモ
ノが求められるようになりました。
“高付加価値”が競争力のキーとなっている現在、メーカーにとって、
その「開発力」がより重要になっています。

業界・企業研究

企業説明会での
情報収集

あらゆるものを生み出す、
時代を読む開発力が決め手！

OB・OG訪問

■総務・人事・労務 ･･･P18
■経理・会計・財務 ･･･P18
■法務・審査・特許 ･･･P18
■一般事務・秘書・受付 ･･･P18
■宣伝・広報 ･･･P18
■調査研究・マーケティング ･･･P19
■企画・商品開発 ･･･P19
■経営企画 ･･･P19
■営業 ･･･P19
■営業推進・販売促進 ･･･P19
■基礎研究 ･･･P20
■応用研究・技術開発 ･･･P20
■生産・製造技術 ･･･P20
■品質・生産管理・メンテナンス･･･P20
■建築土木設計・測量・積算 ･･･P20
■施工管理 ･･･P20
■機械・電子機器設計 ･･･P20

自己分析

大学の就職支援部署（就職課やキャリアセンターなど）

主な 職 種

■食品
■農林・水産
■建設
■住宅・インテリア
■繊維・紙パルプ
■化学・石油
■薬品・化粧品
■鉄鋼・鉱業
■金属・非鉄金属
■ゴム・ガラス・セメント・窯業・セラミック
■機械・プラントエンジニアリング
■電子・電気機器
■自動車・輸送用機器
■精密・医療用機器
■印刷・事務機器関連
■その他メーカー

メーカー

詳細

（製造業）

方法

主な業 種

■総務・人事・労務 ･･･P18
■経理・会計・財務 ･･･P18
■法務・審査・特許 ･･･P18
■一般事務・秘書・受付 ･･･P18
■宣伝・広報 ･･･P18
■企画・商品開発 ･･･P19
■経営企画 ･･･P19
■営業 ･･･P19
■営業推進・販売促進 ･･･P19
■薬剤師 ･･･P21
■販売スタッフ・接客 ･･･P23
■店長 ･･･P23
■スーパーバイザー ･･･P23
■バイヤー ･･･P23 etc.

生産から消費に至る商品の流れを
「流通」といい、
商品を消費者に販売する仕事を
「小売業」といいます。
小売業のかなめは、移り変わりの激しい消費者のニーズをいち早く把握し、的確に対応することにあり
ます。専門的な商品知識と豊富な品揃えで幅広い選択ができる家電量販店などの「専門店」や、24 時
間営業という利便性を特徴に急成長し、小売りの新しいスタイルとして定着した「コンビニエンスストア」
、
インターネットによる販売で成長著しい「通信販売」があります。一方で、高度経済成長期からの日本の
消費を支えてきた「スーパー」
「百貨店」は、時代に沿った営業形態、販売方法を模索しながら、つねに
新たな業態の開発や市場の開拓を迫られています。

■総務・人事・労務 ･･･P18
■経理・会計・財務 ･･･P18
■法務・審査・特許 ･･･P18
■一般事務・秘書・受付 ･･･P18
■宣伝・広報 ･･･P18
■企画・商品開発 ･･･P19
■経営企画 ･･･P19
■営業 ･･･P19
■営業推進・販売促進 ･･･P19
■ MR･･･P21
■薬剤師 ･･･P21
■医療技師・看護師 ･･･P21
■栄養士 ･･･P21
■福祉士・介護士・ホームヘルパー ･･･P21
■保育士 ･･･P21
■講師・インストラクター ･･･P21
■経営コンサルタント ･･･P21
■ IT コンサルタント ･･･P22
■専門コンサルタント ･･･P22
■ファイナンシャルアドバイザー ･･･P22
■翻訳 ･･･P22
■通訳 ･･･P22
■販売スタッフ・接客 ･･･P23
■バイヤー ･･･P23
■エステティシャン ･･･P23 etc.

■ソフトウェア・情報処理
■通信
■ネット関連技術
■通信事業サービス
■データ通信
■ゲームソフト
■新聞
■出版
■放送
■広告
■通信社

■総務・人事・労務 ･･･P18
■経理・会計・財務 ･･･P18
■法務・審査・特許 ･･･P18
■一般事務・秘書・受付 ･･･P18
■企画・商品開発 ･･･P19
■経営企画 ･･･P19
■営業推進・販売促進 ･･･P19
■プログラマー ･･･P25
■ SE（システムエンジニア）･･･P25
■システム保守運用 ･･･P25
■システムコンサルタント ･･･P25
■ゲームクリエイター ･･･P24
■アナウンサー ･･･P22
■編集・制作 ･･･P24
■記者・ライター ･･･P24
■デザイナー ･･･P24
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技術の進歩が社会を飛躍的に進化、

「サービス」は経済用語で、
「売り買いしたあとにモノが残らず、
効用や満足などカタチのない財」のことで、
これらを取り扱う産業をサービス業といいます。
世の中には多くのサービス業があります。たとえば、どこかへ遊びに行くには、電車や飛行機など「運
輸・交通サービス」を利用し、遊園地や映画館などの「レジャーサービス」を利用します。おいしい料理
が食べたくなったらレストランやカフェなどの「フードサービス」を利用して、くつろぎます。このほかにも、
ケガや病気になったときに病院にかかり、
「医療サービス」を受けます。サービス業は、消費者の利便性、
満足度などを追求し、私たちの暮らしを豊かにするクリエイターなのです。

携帯電話やインターネットといったコミュニケーションツールの登場とその急速な進化によって、私たち
の生活は飛躍的に便利になりました。欲しいモノがあればオンラインショップで注文し、知りたいコトがあ
れば検索サイトでさまざまな情報が入手できます。これらは、すべて情報通信技術（IT）の革新によるも
のといえます。
通信事業者は、自前の通信回線を持つ「第一種通信事業者」と、そこから回線を借りてサービスを提
供する「第二種通信事業者」に大別されます。
ソフトウェア業界は、最近では単にプログラムを組むだけでなく、顧客に対するコンサルティング業に
も進出。情報・通信業界は、新たなビジネスチャンスが広がる可能性が大きく、さらなる発展が期待さ
れる業界です。
新聞社や通信社、出版社、放送局、広告代理店、レコード会社や制作プロダクション、フリーランス
のジャーナリストなどを総称して「マスコミ」と呼びます。大量の情報を多数の人々に向けて伝達する、
その性質から世論の形成に大きな影響力を持っています。
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■不動産
■運輸・物流・倉庫
■電力・ガス・エネルギー
■フードサービス
■ホテル・旅行・観光
■医療・福祉・介護サービス
■レジャーサービス
■コンサルティング・調査
■人材・アウトソーシング
■教育
■ビル管理・メンテナンス
■セキュリティ
■冠婚葬祭
■エステティック・美容・理容
■農業協同組合 (JA 金融機関含む )
■公益・特殊・独立行政法人
■その他サービス

訪問

主な 職 種

・

主な業 種

新ビジネスの可能性も高い注目株

カタチのないモノを提供し、
豊かな暮らしを創造する

主な 職 種

情報・通信
マスコミ

サービス

主な業 種

仕事研究

生産と消費の循環で成り立っている経済社会が動くためには、その間を取り持つ「お金」が必要となり
ます。
「金融」とはこのお金の流れをさし、余っている所から足りない所へお金を融通し、一時的な過不足
を調整することをいいます。
日本の金融機関は、経済の発展と国民生活の安定を目的とする政府系金融機関と、預金として集めた
資金を企業などへ貸し付ける「間接金融」
、株券や社債の売買を仲介する「直接金融」などの民間金融機
関があります。このほか「クレジット・信販」や店舗設備を貸し出す「リース」などもあります。
金融業界は、さまざまな再編を繰り返し、異なる業種を傘下に加えた総合フィナンシャルグループの誕
生など、ここ 10 数年活発な動きを続けています。

業界・企業研究

主な 職 種

■百貨店
■スーパー
■コンビニエンスストア
■流通・チェーンストア
■ホームセンター
■生活協同組合
■ドラッグストア
■専門店 ( 総合 )
■専門店（カメラ・ＯＡ関連）
■専門店 ( メガネ・貴金属 )
■専門店 ( 食品関連 )
■専門店 ( 電気機器関連 )
■専門店 ( ファッション・服飾関連 )
■専門店 ( 自動車関連 )
■専門店 ( 書籍・音楽関連 )
■専門店 ( インテリア関連 )
■専門店 ( その他小売 )
■通信販売

自己分析

主な業 種

■総務・人事・労務 ･･･P18
■経理・会計・財務 ･･･P18
■法務・審査・特許 ･･･P18
■一般事務・秘書・受付 ･･･P18
■企画・商品開発 ･･･P19
■経営企画 ･･･P19
■営業 ･･･P19
■営業推進・販売促進 ･･･P19
■ファイナンシャルアドバイザー ･･･P22
■為替ディーラー・トレーダー ･･･P23
■融資・資産運用マネージャー ･･･P23
■証券アナリスト ･･･P24
■アクチュアリー ･･･P24 etc.

生産者と消費者を結ぶ
消費社会の立役者

余っている所から足りない所へ、
日本を支える「経済の潤滑油」

主な 職 種

■銀行
■証券・投資信託委託
■クレジット・信販・リース
■生命保険
■損害保険
■信用金庫
■労働金庫
■信用組合
■ファイナンス・ベンチャーキャピタル
■事業者金融
■消費者金融
■共済
■商品取引

流通・小売

金融

主な業 種

仕事研究

■企業の研究
希望する業界を決めたら、その業界に属す
る企業の研究を行いましょう。

仕事の現実と求められるスキルを知る

経営・理念

個別の企業を研究するときは、その企業の
事業戦略・
業績

経営視点

世の中に数多く存在するさまざまな仕事を 9 つの職種系列に分類。
各系列の職種、それぞれの仕事内容を解説します。

［職種系列リスト］

職場視点
評価・処遇

18

事務・管理系

仕事

総務・人事・労務 経理・会計・財務 法務・審査・特許
貿易事務・海外事務 一般事務・秘書・受付

人材・組織

18

企画系
宣伝・広報

■企業の規模

■企業の規模によるメリット
大企業

職務範囲が広く、様々な経験ができる

大きなプロジェクトへ参加できるチャンスがある

成果主義を採用している企業が多く、昇進スピー
ドが比較的速い

教育

369

48

飲食業

448

44

74

ホテル・旅館

385

71

119

30

旅行業

343

47

2,620

436

92

104

465

食品

294

52

運送機器（自動車等）

114

189

85

繊維・衣料
商業・貿易

金融保険

■法務省入国管理局「平成 27 年における留学生の日本企業等への就職状況について」

16

技術・研究系

20

専門系

21

営業（新規開拓メイン） 営業（既存顧客メイン） 営業推進・販売促進

O
B

MR 薬剤師 医療技師・看護師 栄養士 福祉士・介護士・ホームヘルパー 保育士
講師・インストラクター 経営コンサルタント IT コンサルタント 専門コンサルタント
ファイナンシャルアドバイザー 翻訳 通訳 アナウンサー

販売・サービス系
店長

金融系

為替ディーラー・トレーダー

スーパーバイザー

記者・ライター

バイヤー

エステティシャン

23
融資・資産運用マネージャー

クリエイティブ系
編集・制作

22

デザイナー

証券アナリスト

アクチュアリー

24
ゲームクリエイター

25

IT 系

プログラマー SE（システムエンジニア） ネットワークエンジニア カスタマーエンジニア
システム保守運用 システムコンサルタント セールスエンジニア カスタマーサポート
17
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297

526

化学

コンピュータ関連

従業員数
1,000名未満 1,000名以上

1,219

機械・電機

19

販売スタッフ・接客

企業規模別の留学生就職者数（参考） ※ その他、企業規模不詳は除く
業種

営業系

訪問

福利厚生が充実している

従業員数

経営企画

・

入社後、早い時期から重要な仕事を任されるこ
とがある

1,000名未満 1,000名以上

企画・商品開発

基礎研究 応用研究・技術開発 生産・製造技術 品質・生産管理・メンテナンス
建築土木設計・測量・積算 施工管理 機械・電子機器設計

中小企業

教育制度などが充実している

業種

調査研究・マーケティング

仕事研究

日本には約 380 万社の企業があります。全企業数に占める中小企業の割合は 99.7% です。
留学生は、母国でも知名度の高い大企業を志望する方が多いですが、色々な規模の企業にも目
を向けることにより、日本で就職できる可能性が広がります。

物流・在庫管理

業界・企業研究

点」という、2 つの視点が必要になります。
経 営視 点は、
「経 営・理念」、
「事 業戦略・
業績」
、
「経営資源（リソース）」の 3 つから
研究しましょう。
職場視点は、
「人材・組織」、
「仕事」、
「評価・
処遇」の 3 つから研究しましょう。

経営資源
（リソース）

自己分析

理念や業績、強みなどの「経 営視点」と、
その企業で働くことをイメージする「職場視

事務・管理系

役員・社員のほぼ全員と接点がある職種。業務の効率化や職場環境の改善を
目的とした企業の枠組みづくり、採用など、企業にとって重要な決定をサポートします。

顧客のニーズをくみ取り、
「売れる」商品を形にする仕事。試作やモニター

略、流通経路など、総合的な分析を行います。

調査を繰り返し、流通経路や販売戦略を練り上げます。価格面も含めた
目標設定に対して、それを実際に商品化するため、研究部門や生産部門
との連携が不可欠です。

整備、社内行事の運営、各種連絡事項の伝達などを行います。人事は、
状況の管理、福利厚生や社会保険関係の手配などを担当します。

企業経営に関する専門的知見に基づき、社長や役員などのトップマネジ

経営企画

メントをサポートします。経営陣と接する機会が多く、会社の将来を左
右する重要な判断を委ねられます。

企業活動の「金銭」に関わる仕事。経理・会計は、日々の入出金の管理

ることもあります。

学生時代に
やっておきたい
こと

情報の収集・整理・分析能力や流行を感じとる力、アイデアを具体的な形にする実
行力が必要です。学内外の活動を通して、コミュニケーション能力、提案力を育て
ましょう。イベントの企画や、レポート・卒業研究などで、考える力を養っておくこ
とも大切です。

法務は、企業活動全般において法律面での事務を担当し、顧問弁護士
との連絡・相談を行います。審査は、業務において発生するさまざまな

業界・企業研究

や社内、株主、関係省庁に提出するための各種書類を作成します。財務
は、予算や決算業務を遂行するほか、経営戦略に沿った実務が任せられ

法務・審査・特許

企画・商品開発

新商品の開発に結びつけていく仕事。商品自体だけでなく広告や販売戦

会社内のあらゆる部署を支える役割を持ちます。総務は、職場環境の
新入社員の採用や教育など人材に関するサポート。労務は、社員の勤務

経理・会計・財務

市場動向を研究し、結果をもとに製品・サービスの販売戦略の策定や、

自己分析

総務・人事・労務

調査研究・
マーケティング

契約を法的に確認する仕事。特許は、新製品・技術などの申請登録や
侵害された場合の訴訟業務を行います。
情報システムを駆使して受発注、資材の調達から在庫管理、製品の配送

貿易事務・海外事務

企業が円滑に輸出入業務を行うために、通関の手続き、関税の申告、

一般事務・秘書・受付

一般事務は、電話応対からデータ入力業務、物品購入や福利厚生に関

まで総合的に管理します。

運送便や倉庫の手配、代金の支払い・回収などを担当します。

管理から日常的な身辺処理まで対応することが求められます。受付は来

営業系

企業や個人を対象に自社の製品やサービスの提案・販売を行うほか、
顧客の要望を聞き答えることで、顧客の信頼を得、売り上げにつなげます。
また、利益を上げるためのシステムを策定・主導します。

営業（既存顧客メイン）

すでに取引のある固定客・顧客企業を対象にした営業です。個人・法
人営業ともに顧客との信頼関係を構築することが基本となります。ま
た、信頼を土台として一歩先を行く提案、そのための情報収集など積
極的な行動が求められます。

営業推進・販売促進

営業推進は、部門、事務所、または営業担当者ごとの目標の設定や、
ツールの開発、データの提供といった支援を行います。販売促進は、
商品の特徴などの情報を販売ルートに伝え、効果的に売るための手
だてを提供していきます。

客の応対案内を担当します。
学生時代に
やっておきたい
こと

会社の業務が円滑に進むようにサポートする仕事で、人やモノ、お金や情報の動き
を調整する職種です。ゼミやサークルなどの役員として組織、グループを運営する
任を務め、トラブルを予防・解決する力や、管理能力を養いましょう。

企画系

あらゆる企業において必要とされ、商品の企画・開発や、販売戦略の立案などを行います。

宣伝・広報

製品・サービスの販売促進や企業のイメージアップを目指すため、決算
報告や企業活動の発表など、自社の情報を世の中に対して伝えていく仕
事です。実際の仕事は、広告代理店などと協力して形にしていきます。
18

学生時代に
やっておきたい
こと

その成果が会社の売り上げに直結する営業系の職種。新規開拓や既存の取引先と
良好な関係を保つには、信頼関係を築き上げることが大切です。人の話をよく聞く
トレーニングで、コミュニケーション能力や相手の要望を的確につかむ力を身につ
けましょう。幅広い人脈を形成しておくことも役立ちます。
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個人宅を一軒ずつ訪問して、自社の商品紹介・販売を行う個人営業と、
企業を訪問して契約を獲得する法人営業があります。新規顧客開拓
では、担当エリアにある企業・個人を訪問します。

訪問

営業（新規開拓メイン）

・

わる庶務業務などまで幅広く担当します。秘書は、上司のスケジュール

仕事研究

物流・在庫管理

技術・研究系

決められたスケジュールのなかで、営業や生産部門と連携を取りながら、
新しい技術の研究や製品をつくり出す仕事です。

応用研究・技術開発

応用研究は、基礎研究の成果を踏まえ、具体的な技術・製品へと結び
つけるための研究を行います。技術開発は、自社の製品・サービスを効
率的に生産・提供するための技術の確立を目指します。

薬剤師

医師が出した処方せんに従い調剤するほか、患者や顧客に対して副
作用、アレルギーの可能性などの服薬指導やアドバイスをするため、
接客業としての側面もあります。また、医薬品の在庫管理や発注業
務も行います。

生産・製造技術

生産ラインを企画・設計し、各装置の選定・仕様の決定、装置の設
置からメンテナンスまでを担当。チームの中で、電気、機械、制御な
どの役割を分担し、共同で仕事を進めます。多品種生産が主流となっ
た現在、製造技術エンジニアの役割は大きくなっています。

医療技師・看護師

医療技師には、検体検査などを行う「臨床検査技師」
、放射線を利用
した診断・治療に携わる「診療放射線技師」
、人工臓器の操作や整備
を行う「臨床工学技士」など、いくつかの職種があります。看護師は、
患者や高齢者などの健康・衛生管理、疾病治療を担います。

品質・生産管理・
メンテナンス

品質管理は、製造工程でのトラブル発生を未然に防ぐための検査計
画と、現場のチェックを行います。生産管理は事業計画や営業から
の要望に応えて、製品の生産をコントロールします。メンテナンスは
生産ラインの点検・整備を担います。

栄養士

調理員への指導、給食施設の衛生管理、カロリー計算や献立作成な
ど利用者の食生活の改善や指導を担う仕事。また、栄養士よりも上
位の管理栄養士は、厚生労働大臣の認可を受けての特別養護施設な
どにおける栄養指導を行います。

建築土木設計・
測量・積算

建築土木設計は、個人住宅やアパートを対象にした「住宅」
、オフィ
スビルや大型店舗などを対象にした「その他建築」
、公園、道路、
トンネルなどの設計を行う「土木」に大別されます。測量は、現場
の地形を把握する仕事。積算は、工事に関わる予算の算出と管理を
行います。

福祉士・介護士・
ホームヘルパー

福祉士は、障害や、日常生活を営むのに支障がある人に、福祉に関
する相談や援助を行う仕事。介護士は、高齢者や障害者の自立を支
援し、介護方法のアドバイスなどを行います。ホームヘルパーは、高
齢者・障害者宅を訪問しサービスを提供します。

学生時代に
やっておきたい
こと

講師・インストラクター

この職種の仕事内容はさまざま。学習塾の場合、生徒の学力向上と
志望校合格へのアドバイスが主体となりますが、社会人向けの教育で
は、スクールで授業を受け持つ場合もあれば、企業に出向き、社員
教育にあたる場合もあります。スポーツジムで指導を行う「スポーツイ
ンストラクター」もあります。

経営コンサルタント

企業経営者にとっての相談役として、経営上の問題に対して客観的立
場からアドバイスを行っていきます。事業・人事・システムなどについ
て課題や問題点を洗い出し、改善プランの策定、実行するための手
順の提示などをします。

電子機器メーカーや機械メーカーが製造する機械や電子機器の製品
化の核を担う仕事。高度で安定した機能と、使いやすく美しいデザイ
ンとを両立した設計のために、CAD を駆使します。

正確で効率的な仕事能力と、製品開発や実用化のための専門知識が重要とされる
職種です。自分の関心のあることについて、深く追求する姿勢を持ちましょう。専
門性を高める資格や免許の取得も役立ちます。資料やデータを元にしたレポート作
成などの作業を通して、ニーズ主導型の研究姿勢を学びましょう。
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機械・電子機器設計

保育園、保育所などの児童福祉施設で、親に代わって、子供の年齢
に応じた生活全般にわたる指導を行います。昨今、デパート・レジャー
施設に設けられた託児所、企業内託児所など活躍するフィールドは広
がっています。

訪問

建設土木工事が計画通りに進むようマネジメントし、現場監督的な
仕事を担います。仕事内容は、工事の内容や規模によって異なり、
職人の手配から、品質管理、スケジュール管理なども行います。大
型の建築物や土木作業では、下請けの会社をコーディネートする場
合もあります。

施工管理

保育士

O
B

・

Medical Representative（医薬情報担当者）の略。製薬会社を代
表して、自社の医薬品の効能・特質などを医師や医療スタッフに伝
える仕事です。

仕事研究

MR

業界・企業研究

将来的なメリットを期待して新しい領域を開拓する仕事。大学や公的
機関と共同で研究にあたるケースも多く、医薬品分野などでは、海外
との共同研究も盛んです。自分が関わる研究テーマがどんな産業分野
で役立つかという先見性も求められます。

特定の業種にだけある職種で、それぞれの分野の高度な専門知識や、スキルが
求められる仕事です。また、資格を持っていることが条件となる場合も多くあります。
自己分析

基礎研究

専門系

百貨店、スーパー、量販店、各種専門店などの小売店で、来店客の
応対をする仕事。来店客の嗜好にあわせた商品紹介をします。ＤＭや
チラシの作成、客層に合わせた商品構成など、来店してもらうための
工夫も行います。

専門コンサルタント

近年、コンサルティングの領域が拡大していることにともない金融や
流通、医療などといった各業種に対応したアドバイスや業務改善指導
を行う専門コンサルタントが登場しています。企業の特定の業務、販
売、特許、税務等に関わるコンサルタントなどもあります。

店長

店づくりから、人材、在庫、売り上げの管理までをトータルに見渡し、
店舗運営をしていきます。アルバイトや販売スタッフの教育・指導な
どをする一方で、採算面で実績を上げるためのさまざまな工夫も求め
られます。

ファイナンシャル
アドバイザー

預貯金、保険、株式、不動産など個人顧客の資産運用、土地活用、
相続問題、またそれらに関わる財務一般の相談を受け、アドバイスを
行います。

スーパーバイザー

スーパー、量販店、コンビニエンスストア、レストラン、ファストフー
ド店などの業態にあって、複数の店舗を統括します。売り上げや管
理面において店舗運営を見守り、必要に応じて指導を行います。

翻訳

日本における翻訳の仕事は、外国語で書かれた原文を、正しく正確
な表現で日本語にするというものです。小説や児童書など出版物を手
がける文芸翻訳、映画や海外テレビドラマなどに字幕を入れる映像翻
訳。そして、IT 関係や医療といったテクニカルな分野や、企業の契約
書や報告書などを翻訳する実務翻訳があります。

バイヤー

流行や消費者の好みを分析し、店舗に並べる商品あるいは原材料を
調達する仕事。自社のコンセプトに合うモノ、同業他社と差別化でき
る特徴があるモノを探しだし、つくりあげます。

エステティシャン

顧客の希望する美容の状態や悩みなどをヒアリングし、美容方法の
アドバイスと、ボディケア、ネイルケア、痩身などの施術を行います。
技術・接客を担当するほか、キャリアに応じてサロンの経営まで任
されます。

通訳

アナウンサー

こと

やっておきたい
こと

個人や企業などに商品やサービスを販売する仕事では、なによりも相手との信頼関
係を築けるかが重要になります。相手の要望を的確につかむ力や、解決策やプラン
を打ち出す提案力を身につけましょう。日頃から人の話をよく聞くトレーニングや大
学の内外を越えた人とのネットワークづくりをすることも大切です。

声と言葉を使って、多くの人に情報を伝える仕事。テレビでの仕事の
ほか、ラジオのパーソナリティーやイベントの司会などを務めることも
あります。
特定の業種にだけある職種で高度な専門知識やスキルが必要とされる職種なので、
自分の関心のあることについて、積極的に学ぶ姿勢を持ちましょう。また、専門性
を高める資格や免許の取得をしておくとよいでしょう。人の話をよく聞くトレーニン
グなどをしてコミュニケーション能力も身につけましょう。

百貨店や専門店、量販店や自社の店舗などの小売店で商品の販売や
サービスの提供をする職種。また、消費者のニーズを把握し即座に提案することや、
世の中の流行をつかみ販売戦略の策定などを行う職種でもあります。
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金融系

金融業界にだけある職種で、経済の流れや株式市場、金融商品などに関する高度な
専門知識を生かして、個人や企業の顧客に対して資産・資金を運用し、利益を上げていきます。

為替ディーラー・
トレーダー

為替ディーラーは、顧客に代わって、円貨、外貨を売買し、為替相場
で差益を生み出す仕事。トレーダーは、債券や株価の動向を把握し
て顧客に情報を提供します。顧客からの売買注文を受け、ディーラー
に取り次ぐ仕事です。

融資・資産運用
マネージャー

資金運用のスペシャリストとして、任された資金をもとに利益を上げま
す。融資マネージャーは、銀行などの金融機関で自社保有の資金を
融資する仕事。資産運用マネージャーは、資産を株式や債券に投資
して差益を稼ぐ仕事です。
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販売・サービス系

O
B

訪問

やっておきたい

学生時代に

・

学生時代に

同時通訳または逐次通訳を行い、日本人と外国人との意思疎通を
サポートする仕事です。同時通訳は話を聞きながら同時進行で、逐
次通訳は話をある程度聞いてからまとめて訳します。企業間の取引
などビジネスに関する通訳を行うビジネス通訳、国際会議を担当す
る会議通訳、テレビの二カ国語放送で通訳をする放送通訳などが
あります。

仕事研究

販売スタッフ・接客

業界・企業研究

コンピュータメーカーなどのシステム導入にともなってのアドバイザー
的役割から、IT 戦略の試案づくり、効果分析、システムの構築や運
用のアウトソーシングなど、経営に直結したコンサルティングが求めら
れています。

自己分析

IT コンサルタント

証券アナリスト

経済・産業・社会など多岐にわたる知識、情報から、業界や個々の会
社の将来性、株価の動向を分析します。保険会社や、一般企業の資産
運用部門などに勤務するほか個人で活躍する証券アナリストもいます。

アクチュアリー

保険数理士。高度な統計学的知識に基づき、保険会社が健全な経営
を維持しつつ、加入者にとって適正な掛け金と支払い保険料が設定さ
れるよう、数理的な裏付けをする仕事です。

やっておきたい
こと

金融に関する専門知識と深い理解が必要とされるので、日頃から経済ニュースに高
い関心を持つようにしましょう。チームワークで行うサークルやゼミなどの活動を通
して、情報の収集・整理・分析能力、情報を素早くキャッチし、新たな動きを読み
取る察知力を身につけましょう。

情報・通信技術の発展、普及にともなってコンピュータ関連会社などのほか、
企業内のコンピュータシステムのエンジニアとして需要が高まっています。
仕様書に沿ってコンピューターのプログラムを作成する仕事。処理手
順を決めるフローチャート作成に始まり、プログラムを入力するコー
ディング、動作確認までを担当します。

プログラマー

自己分析

学生時代に

IT系

SE（システムエンジニア） 顧客の目的や要望を把握し、システムを設計します。ヒアリング能

力や、提案力というコミュニケーション能力が求められる仕事です。

雑誌や書籍などの紙媒体、Web のコンテンツなどを作ります。企画
立案からスタッフの手配、取材のアポイントメント、営業担当者との
企画のすりあわせなど、さまざまな作業を並行して行います。コスト
意識やマーケティングも視野に入れた仕事が求められます。

編集・制作

コンピューターシステムの定期点検やマシン、周辺機器の入れ換えな
どにともなうシステム調整を行います。システム運用は、システムを
動かすためのオペレーターです。

システムコンサルタント

企業がコンピューターによる業務システムを導入する際、専門家とし
てアドバイスやプランニングを行います。顧客との打ち合わせによ
り要望や課題を洗い出し、それに対するソリューションを提案して
いきます。
営業に同行、あるいは単独で顧客を訪問して、自社製品やシステム
の技術面に関わる説明を行い、契約獲得をサポートする役割を担い
ます。営業職の一種であると同時に、顧客の信頼獲得に重きを置い
た活動が期待されます。

カスタマーサポート

自社の製品やサービスに関するユーザーからの問い合わせに対応す
る仕事。サポート内容は事業によって異なります。

学生時代に
やっておきたい
こと

IT 技術とコンピューター・ネットワークシステムへの深い理解、専門スキルが要求さ
れます。相手にとって最適な解決策やプランを打ち出す提案力、正確に一定の手順
で管理する能力などを身につけましょう。

企画や商品、サービスを広く社会にアピールする仕事なので、企画力や自分のアイ
デアを相手に理解してもらうプレゼン力やコミュニケーション能力、メッセージを伝
えるための日本語能力を身につけましょう。マスコミ系のアルバイト、学生新聞や
情報誌などの制作を体験しましょう。
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ゲームの制作には、物語を考えるシナリオライター、キャラクターなど
をデザインするデザイナー、システムを構築するプログラマー、音楽
担当者、全体を統括するディレクターやプロデューサーが関わってい
ます。ゲームクリエイターは、これらの職種の総称です。

セールスエンジニア

O
B

訪問

ゲームクリエイター

こと

システム保守運用

・

印刷物に関わるのが「グラフィックデザイナー」で、広告関連を専門
にする場合と、雑誌や書籍などの出版物を専門にする場合がありま
す。ほかにも Web 制作に携わる「Web デザイナー」
、アパレル分野
の「ファッションデザイナー」
、建築分野の「インテリアデザイナー」
などもいます。

デザイナー

やっておきたい

顧客がコンピューターシステムを使いこなせるように、システムやハー
ドの操作方法について、レクチャーを行います。また、定期点検やト
ラブルへの対応もします。

新聞記者は、新聞社の社員であり、取材方法から記事の書き方まで
を学び新聞記事を書くのが仕事。ライターは、音楽やビジネスなどそ
れぞれ専門分野を持ち、
雑誌や書籍、
広告などに載せる文章を書きます。

記者・ライター

学生時代に

カスタマーエンジニア

仕事研究

作品や商品の制作に関わる職種。顧客にアイデアを説明するための
コミュニケーション能力も求められます。一般企業の制作部門やプロダクションに
勤務するほか、個人で活躍する場合もあります。

コンピューターシステムのうち、ネットワークに特化したシステム開発
技術者。現在、企業内外、企業・消費者間などでのネットワークの
活用は企業戦略の大きなテーマとなっているため、IT 系職種でも特
に注目されています。

業界・企業研究

クリエイティブ系

ネットワークエンジニア

OB・OG 訪問
社会人の本音が聞ける絶好のチャンス
実際に勤務している方々に、直接、話を聞くことで、

訪問当日

♠「はい、＿＿＿ですが。
」
り、御社についてお話を伺わせていただきたいと思い、お電話致しました。今、お時間

自分が志望する企業に親しい先輩がいれば、その人と直接コン
タクトを取ればいいでしょう。そうでない場合は、
まず、
学校のキャ
リアセンター、就職部に相談をしてみましょう。もちろん、自分
の学校の OB・OG でなくてもかまいません。部活やアルバイト、
友人など、コネクションをフル活用すべきでしょう。
人から紹介された先輩に連絡するときには、マナーをわきまえて、
電話かメールで連絡をしましょう。また、企業の人事部に直接連
絡をして OB・OG を紹介してもらう方法もあります。
面談の日時が決まったら、
「何を聞きたいのか」
「どこにポイント
を置いて質問するのか」
などをまとめておきましょう。くれぐれも、
世間話で終わってしまった…なんてことのないように！
親しい先輩に会う場合でも、スーツやジャケットを着用するなど
失礼のない服装を心がけます。初対面の先輩ならなおさらのこ
と。言うまでもないことですが遅刻は厳禁。言葉づかいや態度
にも注意しましょう。

♠「どうぞ。
」
◆「ありがとうございます。私は□□業界を志望しておりまして、その中でも御社に関心を
持っております。それで大変失礼かと思いましたが、お電話させていただきました。
＿＿＿さんのお名前は＿＿＿先生からお聞きしました。」
♠「あなたも＿＿＿先生のゼミですか？」
◆「はい。これまでインターネットでいろいろな企業について調べましたが、御社の社風や
仕事内容に大変興味があり、＿＿＿さんにお話をお聞きしたいと思っております。ご多忙
とは存じますが、一度お話を伺えないでしょうか？」
♠「わかりました。では来週月曜日、17 時に当社に来てください。
」
◆「はい。ありがとうございます。○月○日、月曜日の 17 時に御社に伺います。
」
♠「1 階の受付で私の名前を告げてください。
」
◆「ありがとうございました。お目にかかるのを楽しみにしております。それでは失礼致し
ます。」

Point
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●訪問にあたっては、相手の立場に十分な配慮が必要です。
●早朝や深夜、始業時間の間際、お昼休みの前後は避けましょう。
携帯電話を使う場合は、静かで電波の届きやすい場所でかけましょう。

● 具体的な仕事内容について

● 職場の雰囲気

● 仕事の失敗談や苦労話など

● 配属やキャリアパスについて

● 入社理由

● 同業他社と比べた場合の特徴

● 選考過程（試験・面接など）について

● 待遇、福利厚生など

● 今のうちに勉強しておいたほうがいいこと

●丁寧な前置き言葉を使いましょう。
「恐れ入りますが〜」の他にも
「お忙しいところ失礼致しますが〜」
「申し訳ございませんが〜」など。
●いきなり用件を切り出さず、まずは相手の都合を聞きましょう。
●日時・場所は復唱し、メモを取りましょう。
時間は 1 時と 7 時などは聞き間違えやすいので、13 時、19 時と言い換えましょう。
●最後のお礼や挨拶は特に明るい声で印象的にしましょう。
電話を切る際も、相手が受話器を置いたのを確認してから、静かに切りましょう。

会社案内やホームページに書いてある情報についてたずねるのは不勉強と思われるので、
それ以外の質問をしましょう。
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■ OB・OG 訪問での質問例

O
B

訪問

就職ノートに面談の内容や感想をまとめます。そして、あらため
て自分の志望に合致している企業なのかを吟味してみましょう。
先輩へのお礼のメールや手紙は必ず出しましょう。

よろしいでしょうか？」

・

訪問が終わったら

した。恐れ入りますが、＿＿＿部の＿＿＿様をお願いできますでしょうか。
」

仕事研究

事前の準備をする

◆「わたくし、○○大学の◇◇と申します。ＯＢ・ＯＧ訪問の件でお電話させていただきま

業界・企業研究

アポイントを取る

◆ … 学生

◆「初めてお電話いたします。私は○○大学の◇◇と申します。現在就職活動を行ってお

■ OB・OG 訪問のプロセス

まずは、先輩探し

♠ … OB・OG

自己分析

会社案内やホームページではわからない情報を集めましょう。

■ OB・OG 訪問のアポイントのとり方（例）

インターンシップ

■インターンシップの種類と始め方
◎インターンシップは次の 3 つの種類があります。

インターンシップは貴重な就業体験の場

❶正課の授業科目として実施（単位認定の対象）

インターンシップとは、
「企業で実習・研修的な就業体験をする制度」のことです。

❸大学と無関係に企業が独自に実施（単位認定の対象外）

❷正課外の取組として実施（単位認定の対象外）

■インターンシップを行う理由

■インターンシップの形式

68.0
（%）

タイプ

研修内容

見学型

職場を見学して、業務について説明を受ける。
仕事を少しだけ体験できるものもある。

1 日〜 1 週間
（短期）

講義型

講義形式で、業界・企業・仕事についての
説明を受ける。

1 日〜数日
（短期）

課題解決型

学生同士でグループワークをしたり、
与えられた課題の解決に取り組む。

体験型

社員同様の業務を任される。
社員同様の成果を求められることもある。

■インターンシップ体験談（留学生の声）
■日本企業の慣習や仕事を学ぶことができる

■業界や職種を知る
●私は旅行会社で 2 週間、講義を受けたのと、最終日に行うプレゼンテーションの準備をしました。
講義は社内の財務から IT まで幅広い内容で、まさに何でも教えてもらいました。
●大変と思っていた業務を、インターンシップで実際に経験してみると、
大変さの中にやりがいを見出すことができ、仕事への興味の幅を広げることができました。
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1ヵ月〜 2ヵ月
（長期もある）

■外国人留学生を対象としている外国人雇用サービスセンターの場合
外国人雇用サービスセンターは、外国人に係る情報提供、職業相談・紹介や
事業主に対する外国人雇用の情報提供、援助などを専門的に行う
厚生労働省の公共職業安定機関です。
◎有名企業から地域の優れた企業まで、幅広い分野での受入先を確保しています。
◎学校と連携し、円滑にインターンシップが受けられるように配慮しています。
◎インターンシップ実施前に、事前講習等を実施します。
◎インターンシップ体験後も、外国人雇用サービスセンターにおいて、
引き続き就職支援を実施していきます。
◎インターンシップ期間中の傷害・賠償責任保険料は国が負担します。
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O
G

インターンシップ

●学校で習った知識は社会とのつながりが非常に強いと分かりました。
また、学校での知識 ･ 技能を活用し、学校では勉強できないことを実社会から学ぶことが出来ました。
●ビジネスにおける自分の強みと弱みを発見することができ、今後の就職活動に活かせると思いました。
●会社説明会では、人事部社員が説明することがほとんどなので、
人事部以外の社員の方と話すことができたのが、一番の成果でした。

O
B

訪問

■就職活動に役立つ

1 〜 2 週間
・

●インターンシップを通して、日本独自の「企業文化」というものに触れました。
母国とは文化・習慣が異なるため、日本企業に勤める前に「企業文化」を知れてよかったです。
●定められた始業時間の前に、朝礼が行われるので、いつも始業時間の 30 分前には、
出社しなければなりませんでした。どうしても納得できませんでした。
●日本企業の雰囲気と母国の企業の雰囲気の違いがよく分かりました。
日本企業では、人に指示するのも簡潔で分かりやすく説明していました。

期間

仕事研究

インターンシップは参加する学生が目的を持ち、就業体験の中でその実現をめざすもので、
多くの場合は企業からの報酬はありません。そのため、インターンシップに参加するにあたって、
このインターンシップで何を学ぶのか、何を身につけるのかといった目的意識を学生側が持ち、
臨むことによって、通常の座学の授業では得られない体験をすることができます。
右図のとおりインターンシップを実施した留学生の方が実施していない留学生に比べ
就職活動で成功しています。
インターンシップをやるメリット（目的も含む）としては、 ■インターンシップと内定率
以下のとおりです。
未実施
56.4
❶日本の労働慣行等を実感
❷コミュニケーションスキルの上達
実施
65.4
❸あいさつや電話応対などビジネスマナーの習得
52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0
❹企業研究や業種選びに活かせる
出典：
（株）クオリティ・オブ・ライフ「留学生調査」
❺学校で学ぶことを明確にする
   
（2012 年）

業界・企業研究

インターンシップの始め方は種類によって異なります。
❶は、キャリア教育系の授業内で行われるインターンシップのため、
授業内で案内されたインターンシップ先の企業へ就業体験しに行きます。
インターンシップ先の企業は大学が探してきた企業であり、
授業内でどの企業へインターンシップに行くか決定します。
❷は、学校の就職課やキャリアセンター等にインターンシップの案内が掲示されています。
掲示された案内を良く読み、就職課やキャリアセンター経由／もしくは直接企業へ申し込みをします。
❸は、就職ナビサイトや企業のホームページなどに募集案内が掲載されています。
企業によっては選考（書類選考や面接等）があり、合格者のみ参加可能となるものもあります。

自己分析

簡単にいえば「試しに会社で働いてみる」ということです。

エントリー
就職活動の入口、それがエントリー
「エントリー」とは、個々の企業への資料請求や情報提供の申し込みです。
メールやダイレクトメールで送られてきます。
まずは、興味をもった会社に、積極的にエントリーしましょう。

エントリー

エントリーの方法

一括エントリー（P32 参照）を利用する場合、業界、職種等から企業を検索し、
複数の企業にエントリーすることができます。就活初期の企業選択に便利です。

エントリー

合同企業説明会・セミナー
企業を体感できるもうひとつの機会
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http://www.ac-lab.jp/

就活ラボ（運営：株式会社アクセスヒューマネクスト）

http://www.gakujo.ne.jp/

あさがくナビ（運営：株式会社学情）

http://shushoku.js88.com/

JS 日本の企業（運営：株式会社 JS コーポレーション）
就職ウォーカー Net（運営：株式会社ジェイ・ブロード）

会社説明会
企業を見きわめる目を養おう

エントリーシート
自分の魅力を十分に表現するために

http://www.shukatsu.jp/
https://job.career-tasu.jp/

キャリタス就活（運営：株式会社ディスコ）
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http://www.s-walker.net/

http://bunnabi.jp/

ブンナビ！（運営：株式会社文化放送キャリアパートナーズ）

http://job.mynavi.jp/

マイナビ（運営：株式会社マイナビ）
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http://job.rikunabi.com/

リクナビ（運営：株式会社リクルートキャリア）

※上記は、
「公益社団法人全国求人情報協会 新卒等若年雇用部会」会員会社が運営する就職情報サイトを紹介しています。

各企業の採用ホームページに直接エントリー
各企業によって、エントリーを受け付けるタイミングが異なるため、
マメにチェックする必要があります。

企業からのダイレクトメールなどによるエントリー
卒業予定者を対象に、企業からダイレクトメールなどによるエントリーの案内が
届く場合があります。
30
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エントリーシート

ダイヤモンド就活ナビ（運営：株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース）

会社説明会
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合 同 企 業 説 明 会・セミナー

就職情報サイトの企業情報ページにエントリー

■主な就職情報サイト一覧

就職活動の入口、それがエントリー

エントリー

「エントリー」すると、その企業への採用情報や企業情報、説明会の案内などが

■就職情報サイトからのエントリー

■エントリー手順

エントリー

就職支援サイトの会員登録を行います。会員
サイト登録には個人情報の登録が必要となり
ます。

会員サイトに登録すると掲載している企業への
エントリーが可能となります。希望する企業を
検索してエントリーします。

Step

1

業種や職種、事業内容、社名などで
関心のある企業を検索します。

TOP 画面

▼
Step

表示された検索結果一覧画面、
または企業情報画面から
「エントリー」ボタンをクリック
します。

▼
▼

企業詳細画面

企業検索結果一覧画面

▼
Step

企業詳細画面

企業検索結果一覧画面

エントリーすれば、
詳しい会社案内や
説明会情報を GETできる！

企業エントリーフォーム画面

▼
Step

4

たくさんの企業にエントリーしても、
ブックマークリストに表示されるので、
情報を一括管理することが可能です。

確認画面で入力情報をチェックし、
送信ボタンを押せばエントリー完了です。

※「外国人留学生を採用」などのキーワード入力で
検索が可能になっています。
ブックマーク画面

複数の情報サイトを活用する場合は、重複してエントリーしないように注意しましょう。
エントリーしたからといって、必ずその企業を受験しなければならないわけではありません。
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企業エントリーフォーム
入力確認画面

エントリーの方法は、会社によってさまざまです。自分の情報を簡単に送るだけの場合も
あれば、自己 PR などの作文やアンケートを送らなければならない場合もあります。
33

エントリーシート

▼
▼

※アンケートの回答は、活動記録（履歴）画面から
確認できます。

会社説明会

3

エントリー画面を確認し、アンケートがある
場合は、記入します。

合 同 企 業 説 明 会・セミナー

2

エントリー

就職支援サイトに登録する

■スマートフォン活用法
スマートフォンの普及が進むなか、スマートフォンを上手に使いこなして、

合同企業説明会・セミナー
企業を体感できるもうひとつの機会

❶エントリーや会社説明会予約に活用
スマートフォンは、パソコン用の Web サイトが閲覧できるため、
エントリーや会社説明会の予約を、外出先からでも手軽に行うことができます。

合同企業説明会とは…

❸オンライン会社説明会に参加
インターネット上に動画を配信する形式で行われる会社説明会に参加し、
リアルタイムの視聴も可能です。

●大規模なものでは、数千社単位の企業が出展します。

■何ができる？
●一日に多くの企業の人事の話を聞くことができます。
●企業ブース以外にも就活を応援する講演やイベントに参加できます。
●各企業ブースでは、エントリーや次の会社説明会の予約も可能です。

❹就活に便利なアプリを活用
スマートフォンアプリを使いこなせば、下の例に示すようなスマートな就活に役立てることができます。
A 君のスマート就活日記

企業ごとに個別のブースが設けられ、
短時間ですが 1 対 1 で話ができることが多いのですが、
人気の高い企業のブースには長い列ができるので、早めに参加しましょう。

合 同 企 業 説 明 会・セミナー

❷パソコン用メールアドレスを管理
外出先でも、企業などからパソコン用のメールアドレスに送られてきたメールをチェックし、
必要に応じて返信することができます。
また、メールに記載された URL を開いて、情報を閲覧することも可能です。

「合同企業説明会」は全国各所のホテルやイベントホールを使って、ひとつの会場に
たくさんの企業が集まって開催される説明会のことです。企業を比較したり、いろいろな業界を
横断的に見ることができる機会として、積極的に活用しましょう。

エントリー

就活に役立てようという動きも加速しています。

※ 2017 年度採用の就活スケジュールとなります

◎ 12 月 1日
ここ数日、就活にあたって身につけておきたいビジネスマナーを、問題形式で学べるタイプのアプ
リで勉強してきた。バイト先で、対応がよくなったとほめられたのは、その成果だろうか。
◎ 2 月 1日
本格的な就活シーズンが近づいてきた。今日インストールしたのは、就活に関する情報を一括管
理できる就活支援専用のアプリ。その後は、気になる A 社の情報を Web サイトで収集しドキュ
メント管理ツールにストックしていく。
◎ 3 月 1日
はじめての合同企業説明会イベントに参加した。会場までの経路も、所要時間もスマートフォン
でチェック済みだから、余裕をもって到着。イベントの熱気を SNS でつぶやくと、会場に来てい
た知りあいの留学生から連絡があり、合流できた。
◎ 4 月 1日
エントリーシートの提出期限が迫ってきた。今日は自宅で就活情報を交換できるアプリを起動。
記入する前に、先輩たちのエントリーシートを参考にして、提出に備える。
◎ 6 月 1日
昨夜、
「明日は面接だ」と思うとなかなか眠れなかった。でも面接を練習できるアプリを起動して
シミュレーションしてみたら、すぐに眠れた。今日も、家を出る前に起動して確認。
では、行ってきます！
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企業が開催する、具体的な選考を伴わないセミナーです。
自社の企業理解、仕事理解を促す目的で開催されます。
志望を固める前に、企業や業界に触れるチャンスとして、積極的に活用しましょう。

■参加方法
開催日時やセミナーの内容は、各企業サイトや就職情報サイトなどに公開されます。
また、開催企業にエントリーしていると、セミナー情報がメールなどで送られてくる場合もあります。
これらの情報源から参加申し込み方法を確認し、参加登録します。

■セミナーのスタイル

就活支援型

就活スキルの向上をめざして、
「自
己分析」
「企業研究」の方法など
を実際に体験することで身につけ
ることができます。年内などの早
い時期に開催されます。

企業研究型

開催企業の事業内容、各部門の役
割や職務内容への理解を促す目的
で開催されます。事業全体の説明
後、気になった職種別のブースを訪
問できるなどの工夫もされています。

業界研究型

開催企業が属する業界について、
理解を促す目的で開催されます。
業界が果たしている役割や、製
品・提供サービスについて紹介
し業界全体への関心を高めます。

少人数型

参加人数を限定し、完全予約制
で行われるため、先輩社員などと
じっくりと対話でき、社員の肉声
に触れることや、その会社の雰
囲気を感じることができます。

各就職情報サイトで、説明会、セミナーの開催日等の検索ができます。
情報は、常に更新されるので、こまめにチェックしましょう。
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エントリーシート

◎ 10 月 30 日
就職部の就職ガイダンスに参加。業界・企業研究にはインターネットが有効と聞いたので、その
場で就職情報サイトにアクセスしてみる。この瞬間から就活が本格的にスタートしたと感じた。

セミナー（オープンセミナー）とは…

会社説明会

◎ 10 月 15 日
学食で、日本のメーカーに内定したという留学生の先輩を見かけたので声をかける。
「おめでとう
ございます」と言うと、先輩は「これのおかげだよ」とスマートフォンを差し出した。同じ機種だっ
たので、使えるアプリを教えてもらった。

会社説明会

■履歴書の書き方
履歴書は、正式な応募書類の一つ。指定がない限り手書きが基本です。読みやすい文字で、
ていねいに記入しましょう。

企業を見きわめる目を養おう

提出日を記入します。
郵送する場合は、投函する日。

エントリーしてから選考過程に進む前に開催されるのが「会社説明会」もしくは
採用担当者の声を直接耳にしたり、その会社の雰囲気を肌で感じることができます。

「ふりがな」なら「ひらがな」で、
「フリガナ」なら「カタカナ」で。

また、より具体的な採用情報も入手できます。最近では、
Webサイト上で「生中継」や「動画配信」を行う Web 型の会社説明会も増えてきています。
開催企業にエントリーしていると、メールやその他の方法で、
日程などの連絡があるのが一般的です。
連絡がない場合もあるので、企業サイトや就職情報サイトを確認しましょう。
事前に参加登録が必要な場合は、申し込み方法を確認し、参加登録します。

印鑑（認印）がある場合には、
朱肉を使ってまっすぐに押印します。
住所は正確に記入します。
アパート・マンションの場合は、
その名称と部屋番号まで記入します。

■前日までにやっておく事

年は、日本の年号を記入するようにします。
数字は、算用数字で記入します。

■当日、会場では
●人事担当者が見ていることを意識し、印象に残るよう行動する
・受付はもちろん、廊下やトイレでも所作や言葉に気をつける
・座席が自由の場合は、できるだけ前に座り、必ず質問して印象づける
●積極的に質問して、今までの研究でわからなかった疑問を解消する
●ホームページや会社案内ではわからない会社の雰囲気や、社員の雰囲気を感じ取る
持ち物

●遅刻をしない ⇨ 受付は開始 10 分前までに済ませる
●携帯電話はマナーモードに ⇨ 迷惑にならないように
●挨拶は人事担当者や役員だけでなく、受付やその他の
場所でもしっかりする
●質問の際は、まず自分の名前を名乗り、明るくはきはきと
話す。回答されたら、一言お礼を述べる
●気にしすぎる必要はないが、礼儀とマナーをわきまえる

●筆記用具  ●手帳・メモ帳
●会場までの地図
●説明会案内状  ●会社資料
●印鑑  
●履歴書（印鑑・履歴書は

留学前の職歴がある場合には、
学歴の下に記入します。
欄外にはみ出すことがないように、
簡潔に記入します。ただし、短すぎても
いけません。バランスよくおさまるように、
下書きしてみるといいでしょう。
免許・資格は、正式名称を記入します。
母国で取得した資格も記入します。
性格や長所など、最もアピールしたい点を
詳しく記入します。その理由や背景などが
わかる表現にしましょう。

念のため持っていく）
●エントリーシートのコピー

※説明会の後に面接や適性検査、筆記試験などが行われるケースもあるので、
十分な準備をして臨みましょう。

提出する会社への関心度や入社への
熱意を示すことが大切です。
「エントリーシートの記入例」
（P38）を参考にしましょう。

参加するだけでは意味がありません。目的を明確にし、入念に予習することはもちろん、

誤って記入した場合には、修正液を使うのではなく、はじめから書き直すようにします。

当日「絶対に何かを持ち帰るぞ！」という気概で臨みましょう。

書き終ったら、記入漏れがないか再度確認し、提出前にコピーをとっておくといいでしょう。
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エントリーシート

注意したい点

会社説明会

●参加する企業について予習する
・企業のホームページ（経営理念・事業紹介・採用情報等）を熟読し理解しておく
・ニュースサイトや新聞・雑誌等で、企業に関するニュースもチェックする

合 同 企 業 説 明 会・セミナー

写真スタジオで撮影したスーツ着用の
写真を貼ります。写真の裏面には、
学校名、学部、名前を記入しておきます。

■参加申し込み方法

エントリー

「企業セミナー」「工場見学会」などです。会社説明会などへ参加することで、

エントリーシート

■エントリーシートの入手方法
エントリーシートの入手方法は企業によってさまざまです。
機会を逃すことのないように、あらかじめ就職サイト、各企業サイトに掲載されている「エントリー

自分の魅力を十分に表現するために
「エントリーシート」とは、企業が応募者の特性を詳しく把握するための書類です。
エントリーシートの書式や記入する内容は、企業によって異なりますが、所属大学の情報や連
絡先などの基本情報と
「志望動機」や
「自己 PR」などの作文を組み合わせたものが一般的です。

会社説明会で配布

会社案内資料に同封

ホームページから書式を
ダウンロードする方法と
ホームページ上でそのま
ま入力する方法がある。

会社説明会に参加した
際に配布される。

エントリーして請求した
資料に同封されて送られ
てくる。

■基本情報
基本情報は「履歴書」とほぼ同じ内容と
なります。
履歴書の基本情報の書き方は
「履歴書の書き方」を参照 … P37

■作文

❶手書きの場合は、必ず下書き用として複数枚コピーをとる
修正液の使用は不可です。下書きをしてから清書しましょう。

❷手書きの場合は、読みやすい字で丁寧に記入する
誤字脱字は問題外です。字は上手でなくても、丁寧に記入しましょう。

❸空欄は避ける
なるべく余白を残さないように、有効にスペースを活用しましょう。

❹記入後も必ずコピーをとる
セミナーや面接に行く前に、自分が何を書いたかをチェックするために必要です。

❺貼り付ける写真の裏には「学校名／学部／名前」を記入する

日本語の文字や表現に間違いがないか、確認してもらいましょう。

❼締切間際ではなく、早めに提出する
・届いた順に選考を進める企業もあります。
・締切間際に提出する学生が多いため、じっくり読んでもらえなくなることもあります。
・Web の場合は締切前にアクセスが集中して送信しづらくなることもあります。
・結局、間に合わなくて選考から漏れてしまうケースも多くあります。

「学生時代に力を入れたこと」は、学生
時代に「力を入れたこと」に対して「ど
のように取り組み」
、
「何を得たか」とい
うことを伝えましょう。
免許・資格は正式名称を記入します。
母国で取得した資格も記入します。
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「志望動機」は、企業に入社したいとい
う熱意と、どのように貢献できるかを示
すことが大切です。
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エントリーシート

企業が取り扱う際にはがれてしまうことがあります。

❻日本語のできる人にチェックしてもらう
「自己 PR」は、アピールするポイントを
1 つに絞り、内容を充実させることが効
果的です。
アピールするポイントは、どのように
仕事に活かすことができるのか伝えま
しょう。

会社説明会

エントリーシートの作文で一般的な質問と
して、
「志望動機」
、
「自己 PR」
、
「学生時
代に力を入れたこと」の 3 つがあります。
最低限この 3 つの質問については答えら
れるように準備しておきましょう。
また、エントリーシートの作文において、
文字数の制限に苦労する学生が多いよう
です。

■エントリーシート記入の際の注意点

合 同 企 業 説 明 会・セミナー

■エントリーシートに記載する内容

企業のホームページ

エントリー

また、エントリーシートの提出により、企業への採用試験の正式な申込みとなります。

方法」、
「採用の流れ」を確認しておきましょう。

■エントリーシートの書き方

■③「学生時代に力を入れたこと」のポイント

エントリーシートの作文で一般的に質問される項目として、
「志望動機」、
「自己ＰＲ」、
「学生時
代に力を入れたこと」の 3 つが挙げられます。

「学生時代に力を入れたこと」とは、学生時代に「力を入れたこと」に対して「どのように取
り組み」
、
「何を得たか」ということを伝えることが重要です。

「志望動機」とは、
「志望する企業に対する熱意」
、
「志望する企業であなたがどんな仕事を
したいのか」
、
「あなたがその企業にどのような貢献ができるのか」を伝えることが必要です。

■文章の構成

なぜその企業に惹かれたのか（結論）

2

具体的な理由（エピソードがあれば書く）

3

（どのような貢献ができるか、貢献できる強みは何か）
あなたが企業にとって必要な理由

「自己 PR」とは、
「あなたがどのような特徴を持った人物なのか」
、
「あなたの特性を仕事に
どのように活かすことができるのか」を伝えることが重要です。

POINT

●「自己 PR」を書くためには、自己分析が必要です。
（⇒自己分析 P7）
●アピールするポイントは 1 つに絞り、内容を充実させることが効果的です。
●自分の特性を証明するために具体的なエピソードで説明しましょう。
●アピールポイントをどのように仕事に活かせるか書くことが重要です。

学生時代に力を入れたことを一つ書く（結論）

2

どのように力を入れたのかを具体的なエピソードを交えて書く

3

その結果、自分は何を得たのか、またどのように成長したのかを書く

■④その他のエントリーシートの設問例
最近は、白紙に自由にイラストや写真をレイアウトする形式も増えてきています。採用者を
即戦力として考える企業は、このような形式のエントリーシートを採用しています。
また、
「自己 PR を 200 字以内で書きなさい」等の単純な設問ではなく、最近は、
「表現力」
や「発想力」を確認する設問を用意する企業も増えています。
この傾向は、
「即戦力として活躍できるか否かを判断するため」
、
「応募者に自分の力を発揮
して欲しい」という企業側の想いであると推測されます。皆さんは、この想いに応えるよう
なエントリーシートを提出できるように準備しましょう。
エントリーシート設問例
●あなたの性格を食べ物に例えて 400 文字で教えてください（食品）
●あなたは入社後にどのような仕事をして会社に貢献したいと考えていますか（商社）
●学生時代に一番頑張ったことを例に、あなたが弊社に必要な理由を教えてください（機械）
●これまでの人生で失敗したことから学んだことを教えてください（商社）

■文章の構成

●今まで訪れた中で一番素晴らしかった場所はどこですか、またその理由を教えてください

1

アピールポイントを 1 つ紹介（結論）

2

具体的な内容をエピソードを交えて書く

3

仕事にどのように活かすことができるか（どのような貢献ができるか）

（旅行業）
● 3 億円あったら、世界平和のために何がしたいですか（情報・通信）
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エントリーシート

■②「自己ＰＲ」のポイント

1

会社説明会

1

■文章の構成
合 同 企 業 説 明 会・セミナー

POINT

●「志望動機」を書くためには業界・企業研究が大切です。
（⇒業界・企業研究 P11）
●志望する企業に“入社したいという熱意”を書きましょう。
●その仕事をあなたがするために必要なスキルを持っているのか、また、企業に対して
どのような貢献ができるのか、
（貢献できる強みは何か）について明確に書きましょう。

POINT

●「学生時代に力を入れたこと」を書くためには、自己分析が必要です。
（⇒自己分析 P7）
●「学生時代に力を入れたこと」について、具体的なエピソードを書きましょう。
●力を入れたことから、自分は何を得たのか、またどのように成長したのかを書きましょう。
●力を入れたことから得られた成果で数字や数値で表現できるものは、明確に書きましょう。

エントリー

■①「志望動機」のポイント

就活マナー講座❶

好感の持てる就活スタイル

企業側は外見で目立つ個性的な学生を採用しようとしているわけではありません。身だしなみ
がきちんとしているかどうか、社会的常識がある格好かどうかを見ているのです。高級なもの
で着飾る必要はありません。少しでも相手に良い印象を与えられるよう清潔感のある服装と振
る舞い、言葉づかいを心がけましょう。

★髪型
長髪は好まれません。寝ぐせやボサボサの髪、
フケには注意！

★髪型

★顔

長い髪はとめるかひとつにまとめましょう。寝ぐ
せに注意！

ヒゲは剃っておくこと。細すぎる眉毛は好まれま
せん。歯や口臭にも気をつけましょう。

★顔

★メガネ

派手なメイクは好まれません。歯や口臭にも気
をつけましょう。

カラフルなフレームは避け、レンズの汚れにも気
をつけましょう。

★メガネ

★香水
香水はつけないほうが良いでしょう。

カラフルなフレームは避け、レンズの汚れにも気
をつけましょう。

★つめ

★香水

短く切り、汚れがないこと。

香りの強い香水は避けましょう。

★シャツ

★つめ

白が基本。首周りや袖の長さなどサイズは合っ
たものを選びましょう。色物・柄物の T シャツ
など濃い色の下着は透けて見えるので注意。襟
や袖口の汚れにも注意。洗濯した清潔なものを。

長すぎないこと。派手なマニキュアやネイルアー
トは NG。

★ブラウス

アクセサリーは不可。

白が基本。無地の淡い色でも OK。原色や柄
物は避けましょう。胸元が開きすぎないように。
さわやかで清潔なものを。

★ネクタイ

★アクセサリー

派手なものは避けましょう。

シンプルなピアス程度なら良いでしょう。指輪は
外しましょう。

★アクセサリー

★スーツ
色は濃紺・グレー・黒が基本。無地か細目のス
トライプを選びましょう。ダブルではなくシング
ルが基本。

★スーツ

★スラックス

★スカート／スラックス

太さは標準的なもので、裾はシングルが主流。
折目はきっちりとプレスすること。ベルトは靴と
同じ色に。

スカート丈は立った時にひざが半分隠れるくらい
の長さ。スラックスは活発な印象をアピールでき
ます。裾はシングルが主流。折り目はきっちりと
プレスすること。

★靴

色は濃紺・グレー・黒の無地が基本。ダブルで
はなくボタンが 2 〜 3 個のシングルが基本です。

黒でシンプルな歩きやすいものが良いでしょう。
かかとのすり減りに注意し、きちんと磨いてお
きましょう。

★腕時計

★腕時計

★靴

派手なものは避けましょう。面接中や試験中は携
帯電話で時間を確認してはいけません。

派手なものは避けましょう。面接中や試験中は携
帯電話で時間を確認してはいけません。

★靴下

★かばん

★かばん

黒でシンプルな歩きやすいものが良いでしょう。
きちんと磨いておきましょう。ヒールは 3 〜
5cm のパンプスがベスト。

白い靴下やスニーカーソックスはタブー。スーツ
と同系色の黒か濃紺を。

黒・茶が主流。A4サイズが入る大きさが便利。バッ
クパックなどカジュアルなバッグは避けましょう。

黒・茶が主流。A4サイズが入る大きさが便利。バッ
クパックなどカジュアルなバッグは避けましょう。
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★ストッキング
色や柄のないものを選びましょう。
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筆記試験
留学生も日本人と同じ試験を受けることになるため、十分な対策が必要です。
筆記試験は、基本的に日本語での出題となり、日本語の読解力が求められます。
「就職四季報」
（Web 版もあり）、
「会社四季報」などを参考に、
自分が志望する企業に必要な試験を調べて、早めに準備を始めましょう。

筆記試験の種類とその対策
「SPI3」「CAB」「GAB」など、アンケートのような質問に次々と直感的に
❶適性検査：
答えていき、職務適性やストレス耐性などをはかるものです。

❷一般常識テスト：社会、国語、英語、文化、数学、理科、時事問題など
さまざまなジャンルから出題されます。
❸作文・論文：与えられたテーマについて自分の考えを記述するテストです。
「テストセンター」
「玉手箱シリーズ」など、Web 上で実施される試験です。
❹ WEBテスト：

内定から入社まで

「ENG」「GFT」「クレペリン」「IMAGES」「SCOA」など
❺その他：

■日本の最も多くの企業が利用している「SPI3」

日本語の出題に慣れておくこと

能力適性検査

45

言語能力検査
国語分野

自分の言葉で、自分を表現

47

内定から入社まで
入社まで計画的な行動を

51

働きはじめる前に
日本企業における就労環境

性格適性検査

非言語能力検査
数学・理科分野

性格特徴
行動的側面

意欲的側面

・言語能力
・計算能力
・社会的内向性 ・達成意欲
・論理的思考能力
・意思伝達能力
・活動意欲
・内省性
・実務処理能力
・文書作成能力
・身体活動性
（同意語・反意語、 （推論、論証、集合、 ・持続性
ことわざ・慣用句、 順列・組合せ、
・慎重性
確率、損益算、
敬語、文法など）
速さ、通過算、
n 進法など）
職務適応性

・敏感性
・自責性
・気分性
・独自性
・自信性
・高揚性

社会関係的側面＊
・従順性
・回避性
・批判性
・自己尊重性
・懐疑思考性

組織適応性＊
＊ SPI3 で新たに追加されました

■ SPI3 対策法
52

情緒的側面

❶出題パターンに慣れておく！…練習問題をたくさんこなそう！
❷問題数が多いので、時間配分に注意！
❸長文はまず設問と選択肢を読んでから！…読み返す時間を省く！
❹時には消去法！…問題によっては役に立つ！
❺足し算・引き算、かけ算・割り算でミスしない！…速く、正確に！
英語・中国語に翻訳した「グローバル SPI」もありますが、日本語での SPI が中心と
なります。受験対策本や WEB サイトなどを利用して、十分な研究と準備を行いましょう。
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働きはじめる前に

面接

面接

筆記試験

留学生にとって、選考ステップで難関なのが「筆記試験」です。
筆記試験

採用試験・
内定から
入社まで

日本語の出題に慣れておくこと

面接

■ SPI3 問題集（例）
●言語系

（1）次の文の意味としてもっとも適切なことわざを選びなさい。
人に親切にしておけば、やがては自分によい報いがくるということ
① 前世の報い ② 果報は寝て待て ③ 情けがあだ ④ 情けは人のためならず

自分の言葉で、自分を表現
⑤ 因果応報

（3）例に示した２語と同じ関係になっている語を選びなさい。
（例）干渉：放任
① 中断   ② 中止
③ 短期
④ 縮小
延長：＿＿

⑤ 短縮

【解答】
（1）
→④情けは人のためならず （2）
→①見通しがきく （3）
→⑤短縮 （4）
→①評判を立てられる

●非言語系

（2）
３％の食塩水が 200ｇ、
４％の食塩水が 300ｇある。
この２つの食塩水を混ぜると濃度は何％になるか。
① 2.6％
② 3.6％
③ 4.6％
④ 5.6％
⑤ 6.6％

（4）次のことが成り立つとき、確実に言えるのはどれか。
ア「春が好きなら、テニスが好き」
  イ「冬が好きなら、スキーが好き」
  ウ「勉強が好きなら、春が好き」
① 春が好きなら、勉強が好き ② 冬が好きなら、勉強が好き ③ スキーが好きではないなら、春が好
きではない ④ 勉強が好きなら、テニスが好き ⑤ 春が好きではないなら、テニスが好きではない  
【解答】
（1）
→⑤ 75km （2）
→② 3.6％ （3）
→① 18 円 （4）
→④勉強が好きなら、テニスが好き

●一般常識

（1）初期微動を起こす地震波は P 波というが、主要動を起こす地震波は何というか、選択肢の中から選びなさい。
①S波
②L波
③N波
④ EW 波
⑤V波
（2）音の３要素とは何か、選択肢の中から選びなさい。
① リズム・メロディ・ハーモニー
② 美しさ・楽しさ・大きさ
④ 強さ・高さ・音色
⑤ 長さ・大きさ・音色  

③ 強さ・長さ・メロディ

（3）わが国の都道府県で、最も面積の大きいのは北海道であるが、
それに次ぎ、
「県」としては最大の面積をもつのは何県か、選択肢の中から選びなさい。
① 秋田県
② 岩手県
③ 青森県
④ 長野県
⑤ 岐阜県
（4）経済の発展にともない、第一次産業が減少し、第二次産業や第三次産業が増えていくことは、
何と呼ばれているか、選択肢の中から選びなさい。
① ベンチャー・ビジネス ② バブル景気 ③ 産業の空洞化 ④ 産業構造の高度化 ⑤ 経済の二重構造

①グループディスカッション
■グループディスカッションとは

■グループディスカッションの形式

「グループディスカッション」は、4 ～ 6 人の集団を 1 グ
ループとして、企業から与えられたテーマについてグルー
プ内で討議します。
その様子を面接官が客観的に見て評価します。集団に
おいて、個人がどのようなパフォーマンスを見せるかを確
認する目的で行われます。

■進行方法

1

自己紹介

2

役割分担

3

討議

4

発表

主な役割は、進行、書記、タイムキーパー、発表者

学生

学生

学生

学生

学生

学生
面接官

■注意点
・討議中の言葉づかいに注意しましょう。
（⇒就活マナー講座② 好印象を残すためのマナー P54）
・意見を何度も変えたり、意地になって意見を押し通すのもダメです。
・時間配分に注意しましょう。
・役割分担、討議での消極的な態度や強引な態度はマイナス評価になるので注意しましょう。
・ディベートではありません。グループ内で協力して結論を導きましょう。

【解答】
（1）
→① S 波 （2）
→④強さ・高さ・音色 （3）
→②岩手県 （4）
→④産業構造の高度化
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応募者 … 1 グループ 4 人～ 6 人の
  グループが複数
面接官 … 数人
時 期 … 1 次面接
※企業により異なります
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働きはじめる前に

（3）ガソリンスタンド P 店、Q 店、R 店ではガソリンと軽油を販売している。Q 店のガソリン価格は P 店より
１リットルあたり２円高く、R 店より５円安い。また３店の軽油の平均価格は１リットル 82 円であり、
R 店の軽油価格より４円高く、ガソリンの平均価格より 23 円安い。
P 店、Q 店の軽油価格が等しいとき、P 店のガソリンと軽油の価格差はいくらか。
① 18 円
② 19 円
③ 20 円
④ 21 円
⑤ 22 円

日本の面接試験は、3 回以上実施されるのが一般的です。複数回実施する理由は、応募者の
性格や思考などを様々な立場の人に見てもらい、その企業にとってよい人材かどうかを見極め
るためです。
また、面接で多く実施されているのが、
「グループディスカッション」、
「グループ面接」、
「個人
面接」です。その他にも「グループワーク」、
「プレゼンテーション型面接」など色々な面接の
種類があります。
ここでは、一般的に実施される「グループディスカッション」、
「グループ面接」、
「個人面接」
について詳しく説明します。

内定から入社まで

（1）Aさんは自宅から会社まで車で通勤している。行きは時速 50km、帰りは時速 60km で走ると、
所要時間は帰りの方が行きよりも 15 分短い。自宅から会社まで何 km あるか。
① 55km
② 60km
③ 65km
④ 70km
⑤ 75km

■面接の種類

面接

（4）次の言葉の意味を表すもっとも適切なものを選びなさい。
名を流す
① 評判を立てられる ② 名前を忘れる ③ 名札をつけない ④ 責任のがれをする ⑤ 選挙運動をする

選考過程でもっとも重要なのが ｢面接」です。今まで行ってきた「自己分析」
「業界・企業研究」をも
とに、志望動機や自分の強みや考え方などを、自分の言葉で面接官に伝えられるように準備しましょう。

筆記試験

（2）例文の下線部分ともっとも近い意味に使われているものを選びなさい。
（例）無理がきかない
① 見通しがきく ② 薬がきく ③ 先生にきく ④ 気がきく ⑤ 音楽をきく

■面接の流れ

②グループ面接
■グループ面接とは

■グループ面接の形式

■進行方法
事前に提出した、エントリーシートや履歴書をもとに、
面接官が応募者に質問をし、応募者が順番に同じ質問
に回答します。

応募者 … 数人（2 人～ 6 人）
面接官 … 数人
時 期 … 1 次面接、2 次面接
※企業により異なります

学生

学生

1

会場に到着

遅刻は絶対にしてはいけません。心を落ち着かせて面接に臨むために
も集合時間の 15 分前には会場に到着しましょう。また会社の玄関前で、
携帯電話の電源は必ず OFF にしましょう。
（冬の場合）コートを脱いで
から建物に入りましょう。

2

受付

面接は、受付から始まっていると思いましょう。
「学校名」
、
「名前」
、
「面
接を受けにきた事」を受付ではっきりと伝えましょう。案内していただいた
方には、忘れずにお礼を言い、社員とすれ違う場合は軽く会釈をしましょう。

3

控え室

面接の順番が来るまで静かに待ちましょう。荷物はテーブルの上には置
かずに自分の足元に置きましょう。長く待たされても他の学生と話した
り、控室を頻繁に出入りするのはやめましょう。

入室

ドアを 2 ～ 3 回ノックし、
「どうぞ」と言われたら「失礼します」と言っ
てから入室し、
ドアは静かに開閉しましょう。入室したら面接官に向かっ
て一礼（敬礼）し、用意された席の横に進み、元気よく学校・学部・名
前を名乗り、一礼（敬礼）しましょう。面接官から「どうぞおかけくださ
い」と言われたら「失礼します」と言ってから座りましょう。

面接中

カバンは足元に置き、背もたれには寄りかからずに姿勢よく座りましょう。
丁寧な言葉づかいで、面接官の目を見ながら、簡潔でわかりやすく答え
ましょう。グループ面接の場合、他の人が質問されている時でも話を聞
くようにしましょう。

退出

面接が終わったら、立ち上がって「本日はありがとうございました」とお
礼を言いましょう。ドアのところまで進んだら
「失礼します」と一礼
（敬礼）
し、ドアを静かに閉めて退出しましょう。
（冬の場合）会社の玄関を出
たあとにコートを羽織りましょう。また、携帯電話の電源は建物の外に
出てから ON にしましょう。

学生

■注意点
面接官

面接官

4

③個人面接
■個人面接とは

■個人面接の形式

■進行方法

応募者 … 1 人
面接官 … 数人
時 期 … 1 次面接、2 次面接
  最終面接
※企業により異なります

エントリーシートや履歴書をもとに、面接官が応募者に
質問をし、回答します。
最初は履歴書やエントリーシートの内容について聞か
れ、その後、その内容について詳しく把握するための質
問を受けます。

■お辞儀、姿勢
学生

■注意点
・エントリーシート・履歴書に書いた内容を覚えていきま
しょう。
・過去の面接で話した内容を整理しましょう。
・企業で貢献できる自己アピールをしましょう。
・入社意思があるのかを試す質問があります。
・身だしなみも気を抜かないようにしましょう。

6

面接官

面接官

■敬礼

■会釈

■着席の姿勢

お辞儀の基本形であり、
依頼する時、お礼する時
角度 … 30 度
目線 … 1m 先の地面

企業の方とすれ違った時

姿勢がよく見える座り方
・背筋を伸ばして座る
・椅子の背にもたれない
・あまり深く座らない

15°

30°

面接官

1m
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角度 … 15 度
目線 … 3m 先の地面

3m
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座る際の足と手の位置
・女性は足を閉じて、
手は膝上にそろえましょう
・男性は足を軽く開いて
座り、手は軽く握り、
ももの上に置きましょう
・面接中は、手や足を動かさないようにしましょう

働きはじめる前に

「個人面接」は、グループ面接と違い 1 人にじっくり時
間をかけて特性を把握する目的で実施します。
面接官は、質問への回答はもちろん、あなたの態度や
姿勢、表情、話し方までチェックしています。

内定から入社まで

5

面接

・第一印象が大事です。
（⇒就職マナー講座① 好感の
持てる就活スタイル P42,43）
・印象に残る声の大きさ・話し方で受け答えしましょう。
・質問に対して簡潔に答えられるように準備しましょう。
・自己 PR は 1 分間で話せるように準備しましょう。
・他の応募者の話を聞く態度にも注意を払いましょう。

筆記試験

「グループ面接」は、応募者数が多い企業が、個人面
接が可能な人数まで応募者を絞り込むために実施され
ます。
グループ面接には「1 人当たりの回答時間が短い」
、
「他
の志望者と比較される」など、個人面接にはない特徴
があります。

■質問に対する答え方

♠ … 面接官

入社まで計画的な行動を
行きたい企業の内定を得るまで、安易に妥協することなく就職活動を続けましょう。
「内定から入社までの流れ」を把握し、計画的に行動しましょう。

■内定から入社までの流れ

3

入社の意思決定

入社したい企業を最終的には 1 社に絞り込みます。複数の内定がある
場合には、大学のキャリアセンターや先生、家族などに相談し、早めに
入社する企業を決定します。辞退を保留していると、他の学生の採用枠
に影響を与えるばかりでなく、後輩たちの採用を不利にしかねません。

4

在留資格の変更

日本企業に就職するためには、
「留学」から就労可能な資格へと在留資
格の変更手続きが必要になります。入社に間に合うように、早めに申請
の準備を始めましょう。※ 詳しくは次章を参照ください。

5

入社

企業によっては、入社日までに、懇親会や内定式、入社前研修などを
設定している場合があります。スケジュールを確認しておきましょう。

♦ … 学生

♠ 「学生時代に頑張ったことを教えて下さい。
」
♦ 「はい、学生時代に頑張ったことは異文化コミュニケーション能力
の習得です。
」

結論

♦ 「語学の習得を行う中で、Facebook やコミュニティで様々な国籍
や文化背景を持った方々とのコミュニケーションを図り、……」

エピソード

♦ 「この経験から私は、コミュニケーション能力を身に付けました。
この点を御社の○○で活かしたいと思っています。
」

まとめ

■面接で想定される質問
●弊社の商品を利用したことがありますか、またどのような印象を持っていますか。
●配属先が希望する部署ではなかった場合どうしますか。
●会社や仕事に期待することは何ですか。
●日本に留学した理由（日本の企業に就職したい理由）を教えてください。
●日本でどれぐらいの期間、就労したいと考えていますか。
●現在選考が進んでいる会社はありますか。
●質問や聞いておきたいことは何かありますか。
【面接に向けた練習方法】
■一人で練習する方法
自分が話している内容を携帯電話などで録画して聞いてみましょう。
視線や話し方、話している内容を確認して修正しましょう。
■模擬面接
友達や学校のキャリアカウンセラーの先生に模擬面接の試験官役をお願いし、練習する
ことも大切です。
面接は他人から評価をもらうものです。できるだけ他人に見てもらい、本番までに修正し
ましょう。
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2

もしも、

●焦らずに、原因を冷静に考えて、対策を立てよう

内定が得られなかったら？

●秋採用、通年採用の企業の採用情報を調べよう
●人材紹介会社や派遣会社への登録を検討してみよう
●卒業後も、就活を続けることができます・・・ P59 参照
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働きはじめる前に

誓約書の提出

「内定通知」を受けて、入社する意思を確認する書類の提出が求められ
ます。それが「誓約書」です。内定者のための親睦会などを開催する
企業では、その場で署名・捺印が求められる場合もあります。郵送する
場合には、期限が過ぎて「内定取り消し」になることのないように注意
しましょう。
※この「誓約書」には、法的な拘束力がないため、提出後も、就職活動
を続けることはできます。しかし、
むやみに辞退を繰り返すことのないよう、
あらかじめ受験した各社の採用スケジュールを確認しておきましょう。

1

内定から入社まで

内定通知

最終選考を終えて、企業から採用の意思を伝えるのが内定通知です。
第一報は電話で伝えられることも多いようですが、その後、
「内定通知書」
が送付されます。すでに他社から内定を得ている場合やその企業に入
社する意思がない時には、早めに誠意をもって辞退を申入れましょう。

面接

質問に対する答え方（例）

内定から入社まで
筆記試験

面接で質問される内容は、事前に提出したエントリーシートの設問と同じ内容が一般的です。
面接官は、面接時にあなたのエントリーシートを見ながら質問します。そのため、エントリーシー
トに書いた内容と違う回答をしないように、必ず面接前に提出したエントリーシートの内容を
確認するようにしましょう。
また、面接が進むとエントリーシートに記載した内容について、より詳しい説明を求められるこ
とが多くなります。面接で質問されることが想定される項目については、事前に回答の準備を
しておきましょう。
エントリーシートに記載した内容以外の質問に対して、面接時にスムーズに回答するためには、
自己分析、業界・企業研究を事前にしっかりと行っておくことが大切です。
また、短時間で自分の PR を行うためには、相手にわかりやすく説明することが求められます。
結論⇒エピソード⇒まとめの順に回答できるよう練習しましょう。

働きはじめる前に

❷雇用保険
労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、労働者の生活安定を図り、
再就職を容易にすることなどを目的とするものです。

❸健康保険

日本企業における就労環境
外国人のみなさんが日本国内で就労する場合、日本人労働者と同様の労働条件が確保されるように、
同時に、労働保険や社会保険などの保険制度への加入や納税も義務づけられています。

病気・けがをしたときの医療費やお産・死亡したときの一時金の給付などを行います。
保険料は、雇用者と被保険者が折半負担します。

❹厚生年金保険
労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行います。

■労働条件

筆記試験

日本人労働者と同様の労働関係法令が適用されます。

労働者とその家族の生活の安定を図るため、被保険者が業務外の

保険料は雇用者と被保険者が折半負担します。

日本国内で働く外国人労働者は、賃金、労働時間、退職、解雇等に関する労働条件について、
原則として日本人労働者と同様の水準であることが保障されています。

雇用者（企業等）は、労働者の国籍を理由として、労働条件について差別的な取扱いを
してはならないと定められています。

帰国後 2 年以内に請求を行うことにより、
加入期間に応じた「脱退一時金」を受けることができます。
面接

❶均等待遇

また、厚生年金保険の加入期間が 6 カ月以上の外国人労働者が帰国した場合、

■課税制度
国が課す「所得税」と都道府県や市区町村が課す「住民税」があります。

❷労働条件の明示
雇用者は、労働契約の際には、契約期間や就業場所、労働時間等の条件を

なっています。また、外国人労働者が帰国する場合、
その年分の税金を清算（未納額の納付など）する手続きが必要となります。

❸賃金関係
雇用者は、賃金を、通貨で、直接労働者に、その全額を毎月 1 回以上、
一定の日を決めて支払うこととされています。
また、国籍や性別の区別なく、最低賃金未満で雇用することはできません。
なお、賃金から税金、社会保険料などをあらかじめ差し引いてから支給するのが一般的です。
労働時間は、1 日 8 時間まで、1 週 40 時間までと規定されています（ただし、業種や事業所の
規模などによっては特例もあります）
。
また、一定の要件のもと、変形労働時間（1 週間・1 カ月・1 年単位での労働時間設定や
フレックスタイム制など）をとっている企業等もあります。

❺安全衛生

国籍を問わず、1 月から 12 月までの一年間の所得額に応じた税率で課せられます。
所得税は一年間の総所得をあらかじめ見込んだ上で毎月の給料等から差し引きます。
年末には適正な課税額との調整（年末調整）を行います。

❷住民税
国籍を問わず、毎年 1 月 1 日現在に住民登録をしている市区町村から課せられます。
前年度の所得額や扶養家族数等によって税金の額は変わります。

■福利厚生
企業が、給与などとは別に、従業員やその家族のために提供する

雇用者は、労働者の安全と衛生を確保するために、

さまざまな制度、施策、サービスなどを福利厚生といいます。

労働災害の防止に努め、職場環境や労働条件の改善を行い、また、労働者に対する

法律で義務づけられた社会保険や労働保険も、福利厚生の一環ですが、この他に、

安全衛生教育や健康診断を実施しなければなりません。

企業が従業員の勤労意欲向上のために、独自に定めているものがあります。

❶住宅関連／家賃補助、独身寮、社宅、財形貯蓄制度など

■社会保障制度

❷健康・余暇関連／病院、診療所、運動場、保養所などの施設運営、健康相談、カウンセリング、

外国人のみなさんが、日本国内で就労される場合には、労働保険や社会保険などの

文化・体育活動への援助など

保険制度に、原則として必ず加入しなければなりません。

❸その他／慶弔見舞金、制服・作業服の支給など

❶労働者災害補償保険

また最近では、さまざまな福利厚生サービスを点数化し、所定の点数内で自分に必要な

業務上の事由及び通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して、保険給付が行われます。

サービスを選択できる「カフェテリアプラン」を導入する企業も増えています。

保険料は雇用者が全額を負担します。
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働きはじめる前に

❹労働時間・休日・休暇

❶所得税

内定から入社まで

書面で明示するよう定められています。

これらは、雇用者が労働者に対して支払う給料等からあらかじめ差し引く（源泉徴収）ことに

就活マナー講座❷

好印象を残すためのマナー

敬語の使い方

メールのマナー

相手との信頼関係を築く上で、敬語は欠かせない要素です。敬語を自然に使いこなすポイ

就活中は企業の方と E メールでやり取りすることも多くなります。最大の利点はそのスピード

ントは、正しい知識を身につけると同時に、実際にさまざまな場面で積極的に使い、慣れて

と内容の確実さです。資料請求や問い合わせ、お礼にメールを利用する際は言葉づかいや

いくことです。何よりも相手を敬う気持ちを持って、自然に敬語が出てくるようにしましょう。

書式に注意しましょう。

■敬語の種類

①タイトル

❶ 尊敬語‥‥ 相手に敬意を表すために、相手の動作や状態、持ち物などを直接敬う言葉

用件を簡潔に表したわかりやすい
件名にする。

❷ 謙譲語‥‥ 自分や、自分側の動作、持ち物などをへりくだって言う言葉

②宛先

❸ 丁寧語‥‥ 相手に対して品の良い丁寧な対応が必要な時に使う言葉
いる
行く
来る
言う
聞く
見る
食べる
与える
する
思う

尊敬語
いらっしゃる
いらっしゃる
お越しになる
おっしゃる
お聞きになる
ご覧になる
召し上る
くださる
なさる
思われる

謙譲語
おります
参る、伺う
参る
申す
伺う
拝見する
いただく
差し上げる
いたす
存じます

本文の冒頭には宛先（所属部署と
名前）を明記する。

丁寧語
います
行きます
来ます
言います
聞きます
見ます
食べます
与えます
します
思います

③自己紹介
すぐに用件に入らず、名乗ってから
本題に入る。

④本文
用件はわかりやすく簡潔に書く。

⑤署名（シグネチャ）
メールの最後には学校名・名前・
メールアドレス・電話番号などの入っ
た署名を付ける。

電話のマナー
普段から電話は身近なコミュニケーションツールですが、就職活動で利用する場合は友
達同士で話すようなわけにはいきません。顔が見えないからこそ、
「言葉づかい」や「声の
雰囲気」があなたの印象を左右しますので、気配りと丁寧さを心がけましょう。
❶早朝、深夜、始業・終業間際、昼休みを避け、携帯電話を使う場合は、
静かで電波の届きやすい場所でかける。
❷電話をかける前にメモ・カレンダーを用意する。
❸自分の名前の漢字・アルファベット・カナを説明できるようにしておく。
❹自己紹介と挨拶をし、相手に話す時間があるか確認する。
❺聞き取りやすい声ではっきりと話し、用件を簡潔に伝える。
❻お礼を言い、相手が電話を切ってから電話を切る。

54

Point ●文章は段落分けをし、読みやすく書きましょう。
● E メールは一度送信してしまうと取り戻すことができませんので、最後に内容や
誤字・脱字のチェックを必ずしましょう。
●相手に無断でメールアドレスを他の人に教えたり、公開することはやめましょう。
●絵文字（^ ＿ ^）や（笑）などの表記は避けましょう。
●フリーメールなどを利用する場合は、メールアドレスは真面目なものにしましょう。
●送信時に表示される「送信者名」に注意し、ニックネームなどの設定は
修正しておきましょう。
●一刻も早く伝えなければならない場合や、謝罪しなければならない場合は
電話にしましょう。
●緊急の場合を除いては、携帯電話のメールは使わないようにしましょう。
●受信したメールには、すぐに返信しましょう。
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在留資格変更許可申請
「留学」から就労可能な在留資格へ
就労可能な在留資格に変更する必要があります。

「留学」から就労可能な在留資格へ

「高度専門職」
、
「教授」
、
「芸術」
、
「宗教」
、
「報道」
、
「経営・管理」
、
「法律・会計業務」
、
「医療」
「研究」
、
「教育」
、
「技術・人文知識・国際業務」
、
「企業内転勤」
、
「興行」
、
「技能」
※「高度専門職」は、学歴・職歴・年収等の項目ごとのポイントの合計が一定点数以上に達した人が対象です。
※平成 27 年に就職を目的として在留資格の変更が許可された留学生のうち「技術・人文知識・国際業務」が全体の
約 9 割を占めています。

■留学生が就職する際に変更する主な在留資格
技術・人文知識・国際業務
活動内容

日本の公私の機関との契約に基づいて行う人文科学の分野（文科系の分野であり、社会科学の分
野も含まれる）
、理学、工学、その他の自然科学の分野（理系の分野）に属する技術若しくは知識
を必要とする業務に従事する活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とす
る業務に従事する活動

主な職種

経理、財務、総務、人事、法務、企画、商品開発、デザイン、マーケティング、広報、宣伝、通訳、
翻訳、語学指導、生産技術、研究開発、エンジニア、プログラマー、建築設計、システム管理等

条件・基準

❶従事しようとする業務に必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の
教育を受けたこと。又は、
日本の専修学校の専門課程を修了
（当該修了に関し法務大臣が告示をもっ
て定める要件に該当する場合に限る。
）又は、従事しようとする業務について10 年以上（大学、高
等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術
又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。
）の実務経験を有すること。
情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって
定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関
する資格を有しているときは、この限りでない。
❷外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事す
る業務が翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に
係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、かつ、当該業務に関連する業務に
ついて三年以上の実務経験を有すること。ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指
導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要。
❸日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留期間

5 年、3 年、1年、3 月
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必要書類の準備

申請の手続きに必要な書類をチェック

「永住者」
、
「日本人の配偶者等」
、
「永住者の配偶者等」
、
「定住者」

❷一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限り就労が可能な在留資格
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卒業後の就活

就職活動のための在留資格変更手続

59

大学や専修学校で専攻した科目が、従事しようとする業務に必要な知識や技術に関連
しているかどうかが問われる。
※大学を卒業すると、翻訳、通訳、語学指導は、大学の専攻に関係なく従事することができる。
※コンピュータ技術関連は、法務大臣告示で定められた情報処理技術の試験に合格又は資格を
持っていれば大学や専修学校の専攻に関係なく従事することができる。
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卒業後の就活

在留資格変更許可申請

❶職種、業種を問わず就労可能な在留資格

必要書類の準備

在留資格の
変更

■日本で就労可能な在留資格とは

在留資格変更許可申請

外国人留学生のみなさんが日本において就職する場合、現在の在留資格である「留学」を、

必要書類の準備

卒業後の就活

申請の手続きに必要な書類をチェック

就職活動のための在留資格変更手続

地方入国管理局、同支局（成田・中部・関西空港支局を除く）または出張所に出向いて行います。
申請の時期は、大学新卒者が 4 月から就職できるよう、
原則的にはその年の 1 月（東京入国管理局・大阪入国管理局では、前年の 12 月）から受け付けています。
在留資格の変更等の審査には、1 ヵ月から 3 ヵ月程度かかるので、就職が内定した段階で、
在留資格変更許可申請の手続きについて、管轄の地方入国管理局等に相談するのが良いでしょう。
なお、早めに申請して問題のない場合、卒業するよりもかなり前に結果の通知がありますが、
最終的な許可は卒業証明書の提出または卒業証書の提示をすることが条件です。

■「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合の提出書類

大学卒業後に就職活動を 1 年間、継続して行うことができます。
（この在留資格は 6ヵ月間で、一度だけ更新が認められるため、最長 1 年間となります。
）

■対象者
●大学（短期大学を含む）、大学院の正規課程卒業者
●専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者

■申請時に必要な書類
（1）在留資格変更許可申請書
（2）パスポート及び在留カード提示

（2）パスポート及び在留カード提示

（3）在留中の一切の経費を支払える経済的能力を証する文書

（3）その他の提出書類

（4）直前まで在籍していた大学等の卒業証明書（専門学校生の場合、加えて成績証明書、専門士

http://www.immi-moj.go.jp/  （トップページ→「各種手続案内」の「各種申請用紙はこちら」）
自分で準備・作成するものだけではなく、就職先に準備してもらうもの、学校からもらうものなど、
関係先に依頼しなければならない書類も多いので、時間的余裕を持って準備しましょう。

（5）直前まで在籍していた大学等からの推薦状
（6）継続就職活動を行っていることを明らかにする書類（就職活動記録、選考結果通知書類など）
「特定活動」で在留中に就職が決まれば、
「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格の変更手続きが必要になります。

■注意

■審査のポイント
（1）本人の学歴（専攻課程、研究内容など）その他の経歴から相応の技術・知識などを有する者であるか。
（2）従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識などを活かせるようなものであるか。
（3）本人の処遇（報酬など）が適当であるか。
（4）雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらには本人の職務を活かせるた
めの機会が実際に提供されるものか。

●多くの日本企業は、新卒採用を中心に人員確保の計画を立てており、
次年度の採用が行われている時期（4 月〜 9 月）でもあるために、チャンスが限られている。
●採用が決まっても、翌年の 4 月まで入社を待たされるケースがある。
●通常の「新卒採用」と異なるスケジュールで活動しなければならないため、
情報が集まりにくい。
また時期が遅いため、志望意欲が伝わりにくい。
また、内定を得たが、次年度 4 月からの採用の場合、入社までの間「
（内定者の為の）特定活動」
の在留資格で在留を続けることができますが、就職活動とは活動内容が異なるので、

■再申請
審査で不許可になった場合でも、在留期間が残っていれば、再申請することができます。
ただし、不許可の理由が改善されなければ、再申請をしても許可を得ることはできません。
上記の「審査のポイント」を満たしているか再度確認の上、
必要な提出書類を揃えて提出しましょう。
在留資格変更の手続き
を知るためのサイト

の称号を有することの証明書及び専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料）

入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/
東京外国人雇用サービスセンター http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/
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在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。必要書類は以下のとおりです。
（1）在留中の一切の経費を支払える経済的能力を証する文書
（2）
「技術・人文知識・国際業務」等就労の在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
（3）内定した企業からの採用内定通知書等内定の事実と内定日を確認できる資料
（4）連絡義務等の遵守が記載された誓約書
（5）採用までに内定先企業で研修等を行う場合、研修等の内容を確認できる資料
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卒業後の就活

（1）在留資格変更許可申請書

詳細は、入国管理局のホームページを見てください。

必要書類の準備

その際に、どのような書類が必要かをチェックして、早い時期に用意しておきましょう。

卒業までに就職が決まらなかった場合でも、
「留学」から「
（継続就職活動の為の）特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことによって、

在留資格変更許可申請

「留学」から就労可能な在留資格への変更許可申請は、原則として本人が、自分の居住地を管轄する

タウファン ハディ パンドゥセゴロさん
国籍：インドネシア
出身大学：立命館アジア太平洋大学
専攻：アジア太平洋マネジメント学部
日本留学期間：2005 年 9 月～ 2009 年 9 月
会社：富士通株式会社
日本語能力レベル：日本語能力試験 N1

ページの社員インタビューはいつも読んでいまし
た。また、企業の説明会に参加し、配布された

疑問を解くためでした。世界中でビジネス展開し

資料を何度も読むことで更に理解を深めました。

ている日本企業に対して、アジア諸国の多くの企

■エントリーシート・履 歴 書 での 注 意 点

業はなぜ世界スタンダードまで達していないのか

だらだらと書かないことです。気を付けたことは、

という疑問がありました。日本企業に入り、彼ら

①簡潔に書く
（漢字を書くことが苦手だったため、

と共に働くことでその疑問が解けると考えました。

どう表現するかを考え、簡潔で短い文章にする）
、

■ 勤 務 予定 先 の 選 択 理 由

②ストーリー作り（質問項目の内容が繋がってい

大手の日本企業の中で一番グローバル化を加速

るとストーリーができ、説得力が増す）の 2 点

している会社だったからです。就活時、国内シェ

です。

ア 1 位でも海外ではまだ下位の商品を多く扱って

■ 面 接での 注 意 点

いる一方、海外 研修の充実さや新規開拓の事

聞く姿勢を意識することです。グループ面接で、

例が多く取り上げられていました。
「まさにこれか

面接官は聞く姿勢も評価します。他の学生が話

ら」というイメージが強かったです。

している時に、自分が何を話すかを考えて周り

■ 勤 務 先 の 事 業 内 容と担 当業 務

の話を聞かないことがないようにしました。

パソコン事業です。担当業務は主に海外向けに

■ 面 接で 聞かれた 質問

販売するパソコンの需要予測、生産計画の立案

●「自社のパソコンを使っていますか」…“御社

です。

のパソコンの海外ビジネス展開に貢献したい”

■ 企 業 への自己アピール の内 容

と話した時に質問されました。その時使って

ものづくりの知識と英語力でグローバル化の加

いなかったので、面接後すぐに購入しました。

速に貢献できるとアピールしました。学生時代に

高品質なので、6 年間愛用しています。

トヨタ生産方式といったものづくりの授業を受講
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●「国に帰る予定はありますか」…留学生がよく

したことや、アルミ工場でのインターンの経験を

聞かれる質問です。企業により聞く目的が異な

伝えました。

ります。私は“出来るだけ長く日本で勤めたい

■ 就 職 活 動の 際 の応 募企 業 数

が、必要があれば帰国する事も考える”と答

説明会は 30 社、プレエントリーは 15 社、面接

えました。

は 15 社くらいでした。

■将来の夢

■ 効 果 的だった 就 職 活 動 対 策

日本と海外の架け橋になる人材になることです。

エントリーシート作成のコツが分かる本です。人

留学生のエントリーシートでよく見かける言葉、
”

事は何千枚ものエントリーシートを読むため、
”

架け橋”がまさに私の将来の夢です。今はその

読みたくなる”エントリーシートの重要性や書き

夢に近づいている事を日々実感しています。

方が説明されていました。文章の構成や強調し

■ 後 輩 へのアドバイス

たいフレーズを太字・大文字で書くという点も参

日本独特の合同企業説明会や会社説明会に積

考になりました。

極的に参加してください。様々な業界・会社の話

■ 業 界・企 業 研 究の方 法

が一気に聞けるのは、一生に一度の新卒就職イ

会社のホームページを参考にする事です。採用

ベントだけです。
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就活体験談

就活体験談

■日本 での就 職 理 由

なぜ日本企業が世界レベルで戦えるのかという

李 丹琳（リ タンリン）さん

イスラム モハマド アミヌルさん

国籍：中国
出身大学：同志社大学
専攻：文化情報学部・文化情報学科
日本留学期間：2012 年 9 月～ 2017 年 3 月
会社：NEC ソリューションイノベータ株式会社
日本語能力レベル：日本語能力試験 N1

国籍：バングラデシュ
出身大学：尚絅学院大学
専攻：表現文化
日本留学期間：2008 年～ 2015 年 3 月
会社：株式会社シマ商会
日本語能力レベル：日本語能力試験 N2

■ 業 界・企 業 研 究の方 法

■日本 での就 職 理 由

■ 業 界・企 業 研 究の方 法

業界研究の本を読んで、就職サイトと企業説明

日本の企業で働くことで、日本とバングラデシュ

特に力を入れたことは企業分析です。どのよう
な企業が留学生を受け入れているか等につい

を選択し、高校で日本語検定 N1 を取得するこ

会で情報を集めました。また、企業の懇談会に

を繋げる橋渡しをしたいと考えました。日本語

とができました。同志社大学に入学し、文化情

積極的に参加し、その会社で働いている先輩社

を勉強して日本の大学に入学し生活する中で、

て就職情報サイトを中心に調べていきました。

報学部で学びました。日本人と日本語でのコミュ

員の声を聞くのも重要だと思います。

日本の技術やサービス、そして何よりも日本人の

さらに、
自分がやりたいこと
（海外営業）
に関わっ

ニケーションをとることが得意になってきたので、

■エントリーシート・履 歴 書 での 注 意 点

働く姿勢が好きになりました。日本語や大学で

ている企業について詳しく調べました。

大学で勉強した専門知識を活かして、日本で働

書き終わってから、誤字・脱字がないようにチェッ

勉強した知識を生かしていきたいです。

■エントリーシート・履 歴 書 での 注 意 点

きたいと思いました。

クする必要があります。そして、強調したい部分

■ 勤 務 予定 先 の 選 択 理 由

自分のアピールポイントをできるだけ具体的に分

■ 勤 務 予定 先 の 選 択 理 由

がその意味のとおり伝わっているか、自分をき

会社の雰囲気がとても良く、
「明るく挨拶が出来

かりやすく書くよう心がけました。志望動機を作

社会のインフラから民間事業まで幅広い領域で

ちんとアピールできているか友人の意見を聞き、

る会社を作りたい」という情熱にも惹かれました。

成する際には、企業に合わせるのではなく、本

ビジネスを展開し、海外展開も進んでいる会社

キャリアセンターからも助言をもらいました。

何よりも海外営業部門があり、自分がやりたい

当に自分がやりたいことについて書きました。

でグローバルに活躍でき、新しい挑戦ができる

■ 面 接での 注 意 点

と考えていた海外営業の仕事が出来ると考えま

■ 面 接での 注 意 点

と考えたからです。

事前に準備した質問を聞かれたら、できる限り

した。海外営業部はグローバルな雰囲気で、外

ほとんどの面接は日本語で行われます。面接で

■ 勤 務 予定 先 の 事 業 内 容

緊張しないようにして、明確に伝えます。準備し

国人が働きやすい雰囲気があります。バングラ

は、相手の目を見てはきはきした声で、ゆっくり

医療、物流、観光、金融、小売、自治体、農

なかった質問に対しては、その場できちんと考え

デシュとも取引があり、将来的にバングラデシュ

と分かりやすく質問に答えるように気をつけまし

業など、幅広い領域の課題、社会問題に対して

て素直に答えればいいと思います。

をはじめアジアのマーケットで活躍できると思い

た。面接の前には、その企業についてもう一度

ICT を活用した改善策を提案しています。

■ 面 接で 聞かれた 質問

志望しました。

ホームページや会社資料に目を通しました。

■ 企 業 への自己アピール の内 容

会社や応募する職種によって違いますが、主に

■ 勤 務 予定 先 の 事 業 内 容

■ 面 接で 聞かれた 質問

主に大学時代、サークルやインターンシップで頑

エントリーシートに基づいて質問されました。志

中古車や中古車用パーツを国内外に販売する会

将来やりたいこと、大学生活について、どうして

張ったことについてアピールしました。そして、そ

望動機について聞かれ、学生時代に困難を乗り

社です。マレーシアやフィリピンをはじめとする

この業界（企業）で働きたいのか、いつまで日

の中から身につけた能力と自分の強みをどのよう

越えてやり遂げたことや将来入社したらやりたい

アジア圏やアフリカなど、海外への輸出も行って

本で働いていたいのか、大学で学んだことにつ

に仕事に活かすかを素直に伝えました。

ことなどを聞かれました。それ以外は、大学で

います。

いて、長所と短所、などです。

■ 就 職 活 動の 際 の応 募企 業 数

の勉強や自分の弱みまたは強みについて聞かれ

■ 企 業 への自己アピール の内 容

■将来の夢

2016 年 3 月に広報活動が解禁されてから、30

たこともあります。

語学力
（ベンガル語、
英語、
日本語、
ヒンディー語）

将来は、自国バングラデシュと日本の架け橋と

社ぐらいの企業へプレエントリーしました。合同

■将来の夢

を活かせる点をアピールしました。また、大学

なり、自国に会社の海外営業所を開設して、そ

説明会を含めて約 20 社の説明会に参加し、そ

これから IoT の時代が来ると思いますので、IT

時代のボランティア活動や国際交流活動につい

こを拠点とした海外部門のマーケットを広げて

のうち 15 社にエントリーしました。9 社の面接に

の力で貧困問題と環境問題を改善したいです。

てアピールしました。

いきたいです。

進み、そのうち一次面接でグループディスカッショ

そのために、まず専門知識を身につけて自分を

■ 就 職 活 動の 際 の応 募企 業 数

■ 後 輩 へのアドバイス

ンを行う企業は 5 社ありました。

成長させ、社会に貢献できるような人間になりた

プレエントリーは約 30 社、会社説明会は約 20

出来るだけ早目に日本での就職活動の準備をす

■ 効 果 的だった 就 職 活 動 対 策

いと思います。

社、
エントリーは約 20 社、
面接は約 10 社でした。

ることです。活動中は、企業分析やスケジュー

三年生の秋学期から準備を始めて、積極的に学

■ 後 輩 へのアドバイス

■ 効 果 的だった 就 職 活 動 対 策

ル調整が大事になってきます。大学の先生や就
職活動でアドバイスをしてくださるところに早い

内就職セミナーに参加しました。夏と冬のイン

最初から自信を持って行動し、途中で失敗して

日本の就職活動を学ぶことです。大学のキャリ

ターンシップは、エントリーシートと面接の練習

も諦めないで最後まで頑張っていくことが大切

ア支援授業や就職ガイダンスに積極的に参加

段階から相談することをお勧めします。また、イ

の場としても有効でした。また、自己分析をきち

です。特に、
Webテスト・適性検査とテストセンター

し、情報収集しました。また、東北地区よりも

ンターネットを活用し、留学生情報はもちろん、

んと行い、自分に合う仕事・業界を見つけるの

に関する試験対策は、早めに取り組んでくださ

関東地区の方が多くの外国人留学生の求人があ

日本の学生用の情報にも目を通して情報収集し

が大切だと思います。

い。必ず良い結果が得られると思います。

ると思い、東京の企業説明会にも参加しました。

てください。
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就活体験談

■日本 での就 職 理 由

中国の中学 ･ 高校では第一外国語として日本語

申智恵（シン ジヘ）さん
国籍：韓国
出身大学：一橋大学
専攻：法律学科
日本留学期間：2011 年 4 月～ 2015 年 3 月
会社：JX 日鉱日石エネルギー株式会社（現在 JX 日鉱日石開発株式会社に出向）
日本語能力レベル：日本語能力試験 N1 レベル相当

■ 業 界・企 業 研 究の方 法

特に力を入れたのは OB・OG 訪問です。説明会

しようと思ったからです。将来母国に帰る可能性

では事業概要の説明が多いため、OB・OG 訪

もありますが、日本でキャリアを築きたいと思い

問で何を聞くか事前に考えたうえで、社員から直

ました。

接リアルな声を聞きました。

■ 勤 務 予定 先 の 選 択 理 由

■エントリーシート・履 歴 書 での 注 意 点

韓国にいる時から E&P（石油開発）業界に興味

論理的に話を構成すること。ES で大学時代頑

を持っていました。現在の会社を選んだ理由は、

張ったこと等を聞く理由は、エピソードからどん

上流から下流までを事業領域にする分、業界全

な人かを探るためです。企業に合う“アピールで

体への理解が深まると考えたからです。

きるエピソード”を一貫性があるように構成し、

■ 勤 務 予定 先 の 事 業 内 容

面接で漏れなく話せるようにする努力をしました。

現在は、ミャンマー・タイ・ベトナムでのプロジェ

■ 面 接での 注 意 点

クトマネージメントを担当しています。プロジェク

ハキハキと話し、
「一緒に働きたい」という印象

トによって探鉱、開発、生産といったフェーズが

を与えること。面接官は能力だけではなく「自分

異なり、目標も異なってきます。目標達成のため

の部下にしたいか」を考えるため、会話の中で

にオペレーターやパートナー、様々な会社と交渉

自身の良さをアピールしました。また、外国人留

し、プロジェクトを円滑に進めています。細かい

学生は日本語が下手だと思われているため、ハ

業務としては、プロジェクトの利益最大化を実現

キハキと分かりやすく話すようにしました。

するための全体予算管理、プロジェクトの経済

■ 面 接で 聞かれた 質問

性評価、生産量管理を担当しています。

日本に留学しようと思った理由、日本と母国で一

■ 企 業 への自己アピール の内 容

番異なる点、日本で就職する理由、志望動機、

長所を論理的に話すようにしました。主に大学

就活の軸、キャリアプラン、大学時代頑張った

時代に活動した体育会での経験、ゼミといった

こと、リーダーシップを発揮したエピソード、自

団体の中でこそ発揮できるリーダーシップや行動

社でやりたい仕事等。

力、周りと調和する力をアピールしました。

■将来の夢

■ 就 職 活 動の 際 の応 募企 業 数

自社は 1 年目ですが多くのチャンスがあり、成長

プレエントリーは 50 ～ 60 社、説明会約 30 社、

しやすい環境です。仕事を通じて勉強し、様々

面接約 20 社です。

なプロジェクトを経験したいです。将来、特に契

■ 効 果 的だった 就 職 活 動 対 策

約分野の専門性を伸ばしていきたいです。
■ 後 輩 へのアドバイス

とにかく経験値を上げること。就活で行う企業
分析は会社に入ってからみるとほんの一部分に

「適当に受かる」
「ネームバリュー」で会社を選ぶ

すぎません。その分、本当に自分に合う会社が

と、入社して後悔しますし、第 1 志望の会社で

どこか分かるためにも、業界・規模関係なく様々

も入社後に気持ちが変わることもあります。就活

な会社の説明会に参加し、たくさんの社員の方と

で自分の将来・キャリアを考え、企業を選ぶこと

話し、就活の軸を決めました。

が大事です。たくさんの企業をみる、たくさんの
人と会うことをおすすめします。
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悩み、苦しみ、失敗談など、日本での就活を体験した先輩たちの
飾らない生の声をご紹介します。
面接の時などに、日本語で思っていることを正
しく伝えることが難しかった。日本人学生と積
極的に関わりを持つなど、普段から日本語によ
るコミュニケーションに慣れておくべきだと感じ
ました。中国（女性）

とにかく就活をはじめるのが遅すぎました。私
は工学部で、大学院に進もうと考えている人が
多かったようで、まわりの日本人学生も、まっ
たく就活をしていませんでした。自分の将来は、
自分で切り開くべきです。韓国（男性）

Web エントリーをしようと思ったら、志望理由
など長い文章の入力が必要だったので、ブック
マークだけしておきました。気がついたときに
は、すでに締切り日を過ぎていて･･･。準備不
足でした。インドネシア（男性）

留学生を採用する企業かどうかがわからなかっ
たので、はじめからあきらめていました。ある
時、同じ大学の留学生が、面接に行ってきたと
聞いて、もっと積極的にアプローチすべきだっ
たと思いました。中国（女性）

まったく準備をしないで、SPI を受けました。
ペース配分もわからず、時間を使いすぎてしま
いました。特に国語は、問題の意味を理解す
るだけでもたいへんです。十分な準備をしてか
ら受験しましょう。ベトナム（男性）

日本で就職した留学生の先輩が、まわりにい
なかったので、日本企業がどのような理由で、
留学生を採用するのかがわからなかった。あ
る企業の面接では、どう答えるべきかに迷って、
黙ってしまいました。台湾（女性）

日本で就職するために、求められる日本語能力。
留学生のみなさんにとって、日本語能力を磨くことは、けっして容易なことではないと思います。日
本語によるコミュニケーションにおいては、話す相手やその時々の場面によって、言葉を使い分け
ることが求められます。また、その言いまわしによって、相手に与える印象が大きく異なります。み
なさんの日本での生活を振り返ってみても、言いまわしによって生じる微妙なニュアンスの違いに戸
惑うことが、少なくなかったのではないでしょうか。
しかし日本企業に就職し、ビジネスの世界で成功するためには、こうした日本語特有の言いまわし
や言葉の選び方にも精通し、十分に日本語を使いこなす必要があります。こうした背景から、日本
企業が留学生のみなさんに期待する日本語能力は、きわめて高度なものとなっているのです。
日本企業の多くは、日本で学んできた留学生は、すでに十分な日本語能力を備えていると考えて選
考に臨みます。たとえ日本語能力試験で N1と認定されていたとしても、ビジネス上のやり取りを日
本語で行うには力不足と判断されれば、採用を勝ち取ることは困難となるでしょう。就活を成功に
導くためにも、日本語の勉強をおろそかにせず、高度な日本語能力を身につけることが大切です。
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就活体験談

■日本 での就 職 理 由

日本の大学を通っているうちに自然と日本で就職

いまだから話せる
日本の就活

就活マナー講座❸

第一印象とは

COLUMN ❶

なぜ留学生が日本の就職活動で苦戦するのか

第一印象とは、
「初めて接した時の感じ方」のことです。

ここでは留学生がなぜ日本の就職活動で苦戦しているのかをデータを参考にしなが

就職活動においても、面接試験で最初に評価されるのは第一印象です。面接を有利

ら分析します。先輩留学生が体験した日本での就職活動の困ったことや準備してお

に進めるためにも、第一印象を良くすることは不可欠とも言えます。第一印象は自分が

けばよかったことなどを整理しました。

決めるものではなく、他人が決めるものです。以下のポイントについて、他の人に確認
して、悪い点は直すようにしましょう。

留学生が就職活動で困ったこと

1

右図は先輩留学生へ「就職活動で困ったこと」についてのアンケートの結果です。

表情

アンケートの結果をまとめると大きく 3 つの要因があるようです。

「表情」は、視覚からくる見た目の印象の中で、一番強いイメージを与えるものです。
良い第一印象を与える「表情」は、自然な「笑顔」です。自然な「笑顔」になるには、リ
ラックスできるかどうかが大きなポイントになります。そのためにも、事前の準備をしっか
りとして、自信をもって臨むようにしましょう。
また、視線も「表情」では重要な要素です。視線の向け方で表情は変わってきます。話
す相手の目を見て話すようにしましょう。

2

日本の就職活動の
仕組みが分からない

■留学生向けの求人情報が少ない
日本の就職活動は海外と比べ独特な採

業界研究や企業研究の
仕方が分からない

用方式や文化があり準備に時間がかかる

入社後の仕事内容が不明確

ようです。

身だしなみ

は派手でないか、爪は切ってあるか等です。

立ち居振る舞いと姿勢

印象を与えるものです。面接では座ることも多いため、座ったときの姿勢にも注意しましょ
う。
「一つ一つの動作にメリハリをつける」ことも大事です。
「動作をきちんと止める」こと
で動きにメリハリをつけましょう。

■きれいなお辞儀をするためには
お辞儀は腰から曲げます。
頭だけを曲げない‥‥頭だけ下げてお辞儀しないようにしましょう。
手の位置は男性と女性で異なる‥‥手の位置は、女性は体の前で両手を合わせます。
男性はズボンの脇に手を降ろします。指はまっすぐ伸ばしたほうがきれいです。

特に就職活動では、筆記試験の問題も

与えてしまいます。話をする際は、大きな声でゆっくりと、何よりもはっきりとした発音を心
掛けることが重要です。留学生で多いのが緊張してしまい、早口になってしまうことです。
できるだけゆっくりと話すように心がけましょう。
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32.2
25.5

外国人留学生向けの
求人が少ない

提出する資料も日本語のため苦労してい

38.5

企業が求める日本語能力の
レベルが高すぎる

るようです。
求人情報については、外国人留学生を積

特にない

極的に採用する旨を広報している企業が

その他
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出典：経済産業省「外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査」
（2015 年）

を探すのに苦労しているようです。

留学生が就職で足りないと感じたこと
右図は先輩留学生へ「日本での就職にあたって足りないと感じていること」についての
アンケートの結果です。アンケートの結果をまとめると大きく 2 つの要因があるようです。
■業界・企業理解の不足

■日本での就職にあたって足りないと感じていること

■日本語能力の不足

語学力が足りない

日本企業は独特の企業慣習があります。

54.4

日本の企業風土の
理解が足りない

留学生は、企業がどのような能力を求め

28.3

知り合いがいない

18.8

自分を活かせる企業を
あまり知らない

業がどのような企業かを見つけることに苦

話し方で最も注意したい点は、声の大きさです。声が小さいと自信のない印象を面接官に

19.8

日本語での面接への
対応が難しい

ているか、自分を活かすことができる企

話し方

24.8

日本語による適性試験や
能力試験が難しい

少ないため、留学生を採用している企業

背筋が伸びた姿勢であれば、自然と胸を張った姿勢になります。この姿勢は、一番良い

22.7

日本語による書類の
書き方が分からない

使用する高度な日本語能力が必要です。

なことです。例えば、服や靴に汚れやシワがないか、髪に寝ぐせがついてないか、メイク

33.8
29.0

企業がどのような人材を
求めているのか分からない

用する日本語でなく、ビジネスシーンで

「清潔感」とは、相手に対して不快感をあたえない服装や髪型、メイクであり、最も大切

4

■就職活動中に困ったこと

■ビジネスシーンでの日本語能力の不足

また、日本語能力については、日常で使

「身だしなみ」で大切なことは、
「清潔感」です。

3

■就職活動に対する理解不足

33.8

就職活動の基本的なルール
やプロセスを知らない

労しているようです。また、日本語能力に
ついても企業が求めるレベルに達してい

日本企業が期待している
能力への理解が足りない

ないと感じる先輩留学生が多いようです。

その他

出典：厚生労働省「大学における就職支援の取り組みに関する調査」
（2014 年）
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COLUMN ❷

就職活動成功に向けたポイント

COLUMN ❸

就活後半におけるポイント

COLUMN ❶で整理した先輩留学生が「就職活動で困ったこと」に対して、どのよう

就職活動も後半にさしかかると、内定が出る・出ないで一喜一憂することが多くなっ

に就職活動に取り組んでいくべきなのかポイントを整理しました。

てきます。ここでは複数の内定が出たときにどうすべきか、内定がまだ出ていない方
はどうすべきかを整理しました。

就職活動に対する理解不足
●日本の就職活動がどのように行われるのか早い時期に理解し、そのために必要な準備
を行いましょう
●就職活動は卒業年次の前の３月からスタートします。準備は早く行うことが大事です
●経済的な準備、貯金も必要です。就職活動ではスーツ・カバン・靴などの服飾費、交
通費等が必要となります
●自分の就職活動の方法が間違えていないか定期的にキャリアカウンセリングを受けましょう
●うまくいかなくてすぐあきらめる留学生が多いです。最後まであきらめないことが大事です
●留学生の先輩（就職決定した人、就業している人）からいろいろと就職活動の情報収
集をしましょう
●日本人学生とのネットワークを構築して情報収集しましょう

ビジネスシーンでの日本語能力の不足
●色々な立場の日本人（先輩・後輩・アルバイト上司・先生・企業で働く人）との交流を
行うことで正しい待遇表現力を身につけましょう
●新聞を読む習慣をつけることにより時事に対する知識と日本語読解能力を身につけま
しょう
●就職活動では提出する書類が多くありま
■ BJT ビジネス日本語能力テストスコアと
内定率の相関関係
す。日頃から日本語を書く練習をしましょう
●日常使用する日本語と日本企業において
就業時（就職活動）に使用する日本語は
違う性質を持っています。ある程度日本語
が上達したら「ビジネス日本語」にチャレ
ンジしましょう
●最近は日本企業においても英語能力を重
要視する傾向があります。日本語能力だけ
ではなく英語能力も身につけましょう

67.1

J1 以上
J2

J3 以下

64.2

57.6

52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0
（%）

出典：
（株）クオリティ・オブ・ライフ「留学生調査」
（2012 年）

求人情報の不足
●すべての日本企業が留学生を採用しているわけではありません。留学生向けの合同企
業説明会や面接会 には積極的に参加するようにしましょう。
●大学内のキャリアセンターや学外の支援機関（外国人雇用サービスセンター）等を活用
しましょう
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2 社以上の企業から内定が出た場合
就職活動の終盤に差し掛かると、2 社以上の複数企業から内定が出ることがあります。
そうした場合、入社する企業以外には内定を辞退しなくてはいけません。
内定を辞退する際には以下の点に気をつけましょう。
❶内定辞退の連絡はメールではなく、電話で伝える
何度も選考をしたにも関わらず、メールのみで簡単に辞退を伝えてしまうと、相手に誠
意が伝わりません。できるだけ電話で相手に辞退の旨をお伝えしましょう。
❷どの企業に入社するのかを伝えなくても問題ない
辞退の連絡をする際に、企業の担当者から「どこの企業に入社するのか」と聞かれるこ
とがあります。その際に入社する企業名を伝える義務はありません。
❸内定辞退を伝える際に、長時間拘束される等困ったことが発生した場合
内定辞退を電話で伝えると、来社して説明するよう求められることがあります。
その際に、企業で長時間拘束されて入社承諾書にサインをするよう迫られたり、内定辞
退を思いとどまるよう説得されることがあります。このような事態が発生した場合には、
早急に学校のキャリアセンターや就職課に相談しましょう。例え「入社承諾書」や「誓
約書」にサインをしても、法律による拘束力はありません。自分の意思に反することを
強要されたら、焦らずに対処するようにしましょう。

企業は時間と労力を掛けて皆さんに内定を出します。その分、内定を出した学生への
「入社して欲しいという思い」は強い傾向にあります。企業に納得してもらうためにも、
誠意ある対応を心がけましょう。

内定解禁以降の就職活動
就職活動は、選考活動解禁時に多くの企業が一斉に選考を開始するため、開始後 1
～ 2 ヶ月間が一番活発な時期となります。その後、企業は内定解禁となる 10 月に「内
定式（正式な内定通知を渡すための式）
」を開催することが多いため、内定式までの
採用活動終了を目標とし、採用枠充足に向け活動を続けます。しかし、内定解禁以降
も採用枠が充足していなければ学年終了の 3 月まで採用活動を続けることもあり、10 月
以降も企業の選考に進むチャンスがあります。特に中小企業では、大手企業の採用時
期と重なることを避けて採用活動を行うことが多く、選考のピーク以降に選考開始する
企業もあります。企業は採用枠が充足次第、選考を終了します。そのため、興味があ
る企業には早めにエントリーするようにしましょう。
4 月 1 日に入社するには、在留資格変更手続きを 1 月末までに行う必要があります。そ
の時期までに申請ができるように、内定獲得に向けて活動していきましょう。
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