求人はどうやって探す？

なぜ日本の就職活動は早い？

就職やキャリアについてもっと知りたい皆さんへ‼

新入留学生歓迎

キャリアカウンセリング

WEEK‼
（個別相談）

■ＷＥＢ予約■
10月12日～
名大ポータル
↓

“就職”タブ
↓

“NU-NAVI”
↓

“会員登録・変更”

■ 面談方法： Skype (30分）
■ 困ったときは

☎ ０５２－７８９－２１７６
📧📧 s-shien.evententry＠
adm.nagoya-u.ac.jp

（初回ユーザー登録）
↓

“個人（グループ）面談予約”
↓

“Welcome week for new int’l students”
↓

都合の良い日時を選択
↓

“予約を確定する”

April, 2020
Career Support Center, Nagoya University

Introduction of Career Support Center
Please read the following introduction before making
individual consultation appointment to understand the basic
usage of Career Support Center and its rules.
Note: Appointments of 2 weeks ahead are open at noon every Wednesday.
・In Career Support Center, there are 5 counselors for students to
consult individually about related to career development such as
job hunting, employment, internship and so on. If you have any
questions or concerns about your career or job hunting, feel free
to use the consultation. Also, you can use it for verifying selfanalysis, ES (Entry Sheet), CV(Curriculum Vitae, Resume), and other
documents to be submitted.
・You need to make a appointment on the Web indicated below.
・Cancellation is possible on the web until 19:00 the day before the
appointment date. If you need to cancel, be sure to register for
cancellation via Website.
・In the case, if you cancel on the day of appointment, please be sure
to call the Career Support Center (Phone: 052-789-2176).
※If you're already graduated and for the first time to have a
consultation, please call us. At that time, Prepare your student
ID with you.
・Consultation time is basically 30 minutes per person.
※if you wish to have 50 minutes consultation, you MUST CALL
Career Support Center staff to ask if it's possible or not.
(Phone: 052-789-2176)
【Contact Info】 Career Support Center
1st Floor, Student Support Building, Higashiyama Campus,
Nagoya University
■Phone: 052-789-2176
■E-mail: s-shien.evententry@adm.nagoya-u.ac.jp
■HP:
http://syusyoku.jimu.nagoya-u.ac.jp/
■Venue:
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April, 2020
Career Support Center, Nagoya University

How to make a consultation appointment on the Web
2. Click “こちら” or “here”.

1. Visit Career Support Center’s Web site
(http://syusyoku.jimu.nagoya-u.ac.jp/index.html)
and click “留学生”

4. Enter your ID and Password to login.

3. Click “NU-NAVI” to login.

5. In NU PORTAL, scroll down the page and click
“就職” → “求人検索…”.

6. Click ”NU-NAVI” and login.
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7. If it’s your first time to make a appointment,
click “会員登録・変更” for initial registration.
※If it’s not the first time, go to the procedure 10.

8. Fill in the each column, and click “登録確認画面へ”
for finishing registration.

SEX

Postal code
Address 1
ex: Aichi Pref. Nagoya-city, 1-41
Address 2
ex: Global Apartment 301

Current
Address

Telephone number

cellphone number
Click here if your holiday address is
same as Current Address.

Address
In Holiday

Enter your E-mail address
Enter the same e-mail address
for conformation.

E-mail
Address
(Required)

Enter all information and
click here for registration
confirmation.
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9. Check the information, and click “登録” for
registration. Then go back to the Menu.

10. Click “個人（グループ）面談予約” for
making a appointment.

12. Click “カレンダーから選択” for selecting the date
from calendar.

11. Click “個人面談を予約する” for making appointment
for personal consultation.

13. Click “残り__”. It means there are still available consultation schedule.
The number indicates how many vacant frames left.
(Ex: click March,26th ,“残り4” )

“受付終了”:
reception closed
“満席”:
Fully occupied

“残り__”:
__ seats available.
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14. You can select where “〇” spotted.
(Ex: Click “SATO counselor’s 11:00～11:30”)

Counselors’ name

15. Read “備考” and fill the “コメント“ column
(required).

FYI:
If you would like to have a
consultation in English,
select Counselor SAKAI or
SATO.
They are available for
English consultation.

16. Then, click “予約を確定する” for confirming
appointment.
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17. This page shows that your appointment is completed.
Then, click “予約状況一覧を見る” to check your
appointment.

18. Check that your appointment has correctly made.
If you would like to 1)check the detailed appointment
information, 2)edit the comment or 3)cancel the
appointment, click “詳細｜コメント変更｜
キャンセル”.

19. If you would like to cancel the appointment, click ”こ
の
予約をキャンセルする”.

20. At this page, cancellation will be confirmed when you
click “キャンセルを確定する”.

21. This page shows that your cancellation has completed.
Then, click “予約状況一覧を確認する” for going
back to the appointment status page.

“Cancellation has completed.”
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22. If you would like to edit the comment, click ”コメン
トを変更する”.

23. Enter the comment and click ”この内容で登録”
for confirming the comment.

21. This page shows that comment editing has completed.
Then, click “個人面談詳細へ戻る” for going
back to the appointment status page.

“Comment has correctly edited.”

If you follow above instruction but it does not work, please send
us an E-mail (s-shien.evententry@adm.nagoya-u.ac.jp) with
①your name, ②Student ID number, ③(Graduate) Schools,
Department or Faculty name, ④School year and ⑤your matters.

Thank you.
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Get Ready for Job Hunting!
しゅうかつ じゅんび

にほんご

こうざ

き そ

じっせん

就活準備日本語講座(基礎/実践)
Job Hunting Preparation Courses
（Basic/Practical)
名古屋大学は、日本での就職を目指す留学生に向けて、就活準備日本語講座を開講します。
（このコースはエクストラカリキュラムです。）
Nagoya University will offer two Japanese language courses* for international students who aim at
obtaining Japanese language skills owing to preparation of job hunting in Japan.
(*These courses are extracurricular.)
These courses will be provided in only Japanese, so JLPT N2 level or higher level are required.

基礎コース
Basic
Course

Date: Oct. 17, 24, Nov. 7, 14, 2020
Time: 8:45-10:30, 10:30-12:00
Place: Online
Application period: Oct 8th

実践コース
Practical
Course

Date: Nov. 21, 28, Dec. 5, 12, 2020
Time: 8:45-10:15, 10:30-12:00
Place: Online
Application period: Nov 12th

Registration
コースの登録には、本プログラムのホームページにある名古屋大学のビジネス日本語教育ページ内、
当講義「就活準備日本語講座（基礎）（2020年10月）」または
「就活準備日本語講座（実践）（2020年11月）」に進み、“講座お申し込みはこちら”から、
お申し込みください。ホームページ：http://ag-int.org/
※初めての方はマイページ登録が必要となります。

Contact Us
愛岐留学生就職支援コンソーシアム事務局

Mail
Tel
Web

info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp
052-789-2176
http://ag-int.org/

Nagoya University

Get Ready for JLPT!
名古屋大学は、日本語能力試験（JLPT）N1レベルの取得を目指す留学生に向けて、対策
講座を開講します。（このコースはエクストラカリキュラムです。）
Nagoya University will offer Japanese language course for international
students who aim at obtaining JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) N1
level Japanese language skills. (This course is extracurricular.)

COURSE
日程：毎週金曜日

2020年10月23日、30日、

11月６日、13日、20日、27日、
12月４日

時間：18：15～19：45（6時限目）
場所：オンライン

REGISTRATION

コースの登録には、本プログラムのホームページにある名古屋大学のビジネス日本語教育
ページ内、当講義「日本語能力試験N1対策講座（10月）」に進み、
“講座お申し込みはこちら”から、お申し込みください。
※初めての方はマイページ登録が必要となります。
ホームページ：https://ag-int.org/nu/#1

申し込み締切日：2020年10月15日（木）

Contact Us

名古屋大学キャリアサポートセンター

愛岐留学生就職支援コンソーシアム事務局

Email info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp
TEL 052-789-2176
HP
http://ag-int.org/

名古屋大学は、日本語能力試験（JLPT）N2レベルの取得を目指す留学生に向けて、対策
講座を開講します。（このコースはエクストラカリキュラムです。）
Nagoya University will offer Japanese language course for international
students who aim at obtaining JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) N2
level Japanese language skills. (This course is extracurricular.)

N2 Preparation Course
DATE：Every Monday

Oct.12,19,26,
Nov.2,9,16,30

TIME：18:15-19:45(6 th period)
HOW TO：Online

REGISTRATION
For course enrollment, please visit the application form from the bottom part
“Apply Here(講座お申し込みはこちら)“ of each course information page on our
website.
*For first-time users, it is necessary to register “My Page”.
Website: https://ag-int.org/nu/#1
(You can also visit from QR code.)

Deadline : Oct. 4 th

Contact Us

Career Support Center, Nagoya University
“Aigi International Student Career Support Consortium” Office
Email info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp
TEL
052-789-2176
HP
http://ag-int.org/

名古屋大学は、日本語能力試験（JLPT）N3レベルの取得を目指す留学生に向けて、対策
講座を開講します。（このコースはエクストラカリキュラムです。）
Nagoya University will offer Japanese language course for international
students who aim at obtaining JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) N3
level Japanese language skills. (This course is extracurricular.)

N3 Preparation Course
DATE：Every Friday

Oct.23,30,
Nov.6,13,20,27,
Dec.4

TIME：18:15-19:45(6 th period)
HOW TO：Online

REGISTRATION
For course enrollment, please visit the application form from the bottom part
“Apply Here(講座お申し込みはこちら)“ of each course information page on our
website.
*For first-time users, it is necessary to register “My Page”.
Website: https://ag-int.org/nu/#1
(You can also visit from QR code.)

Deadline : Oct. 15 th

Contact Us

Career Support Center, Nagoya University
“Aigi International Student Career Support Consortium” Office
Email info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp
TEL
052-789-2176
HP
http://ag-int.org/

国際学生（留学生・帰国学生など）対象

キャリアランチ交流会
キャリアランチ交流会は、毎月２回お昼時間に開催されています。
日本での就職に関心のある国際学生の皆さん、就職活動をする仲間の輪を広げ、気軽にお話し
しませんか？「まわりに一緒に就活する人がいない・・・」「基本的なことからわからない」
「自分の経験を後輩にシェアしたい」など、毎月のテーマと関係のない話題も歓迎します。
皆さんのご参加をお待ちしています。

開催時期

主な話題

１０月

自己理解

１１月

仕事理解

１２月

インターンシップ

１月

ビジネスマナー

２月

志望動機

３月

面接

日程とメイントピックは変更される場合もあります。
キャリアサポートセンターのHPや、FB、各所掲示板をご確認ください。

【日 時】：毎月二回 原則第二金曜日と第四水曜日 12：15〜12：50
※参加者の希望により13:50まで延長／個別相談可
【場 所】：当面 オンライン ＺＯＯＭ
【言 語】：英語と日本語
【申 込】：名大ポータル→就職タブ→NU-NAVI
※初回は登録が必要

NU-NAVI の予約方法が分からない時は、こちらまで
連絡先：キャリアサポートセンター（Career Support Center）
E-mail：sato.yukiyo@c.mbox.nagoya-u.ac.jp Tel:052-789-5805
Facebook :「nucareer」で検索し、友達申請を送ってください！Stay

Connected!

名古屋大学

2020年度

「留学生就職促進プログラム」とは・・・

愛知県、岐阜県を中心とした産業界、公的機関、
大学の産官学 が連携し、留学生の就職支援を実施す
ることを目的としたプログラムです。
当プログラムでは、4大学（名古屋大学、岐阜大
学、名古屋工業大学、名城大学）が開講するどの講
義でも受講することが可能です。日本で就職活動を
考えている留学生の皆さん、ぜひご参加お待ちして
います。
（受講料は全て無料です。）

ポイント付与対象講座
プログラム受講の利点
当プログラムを受講すると、
受講回数に応じてポイントが付与されます。
（※プログラムごとのポイント付与に関しては、
右図を参照下さい。）
学部生は4年間で15ポイント以上、
大学院生は2年間で7ポイント以上を取得すると
①「修了証」を発行しております！
②「プログラム修了証明書」の発行を受けた場合
は、在留資格申請手続きの優遇措置（審査の迅速
化及び提出書類の簡素化）を受けられます。

ビジネス日本語
原則１ユニット毎に1ポイント。
また、条件として出席率80％以上。
（ただし、全7回の講座は6回以上の出席が必要。
また2日間の集中講座は全回への出席が必要。）
キャリア教育および就活イベント
原則１ユニット毎に1ポイント。
連続講義の場合、条件として出席率80％以上。
単発のイベント、講義は1回参加につき1ポイント。
インターンシップ（自己申告制）
就活イベント参加 ＝ 1ポイント
インターンシップ参加
1週間以下 ＝ 2ポイント ※１DAYは別途審査
1週間以上 ＝ 2ポイント＋1週間毎に2ポイント追加
カウンセリング（自己申告制）
回数に関係なく、1度でも受講した場合に1ポイント。
日本語能力試験（JLPT）合格（自己申告制）
N1合格 2ポイント

※①修了証イメージ

※②プログラム修了証明書イメージ

N2合格 1ポイント。

※インターンシップとカウンセリング、日本語能力試験合格は自己申告が必
要です。申告書類はキャリアサポート室にて配布しております。メールでも
送付可能ですので、希望の方は以下までお問い合わせ下さい。

◆講義の受講申し込み方法
当プログラムホームページの各講義情報ページ下「講座お申込はこちら」から、フォーム に
進み、お申込みください。 ※初回利用の方は、マイページ登録が必要です。
HP：http://ag-int.org/
◆問い合わせ
名古屋大学 キャリアサポートセンター 留学生就職促進プログラム事務局
学生支援棟 １階
TEL ： 052（789）2176
E-mail：info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp

留学生就職支援のための日本語教育、キャリア教育一覧です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン開催を基本とします。

※日程・内容等変更する場合があります。ご了承ください。最新情報はホームページをご確認ください。

【ビジネス日本語教育講座】 2020年度
講座

開催予定月

秋学期

講座

開催予定月

日本語能力試験N1対策講座

10～11月,
2～3月

就活準備日本語講座（基礎）

10～11月

日本語能力試験N2対策講座

10～11月

就活準備日本語講座（実践）

11～12月

日本語能力試験N3対策講座

10～11月

ビジネスコミュニケーションのための
日本語

2～3月

日本語能力試験N4対策講座

9月

JSSTスピーキング力テスト受験
＊先着40名

11月受験

日本語能力試験N5対策講座

2～3月

＊詳しい日程、場所は未定です。
決定後、HPにてお知らせいたします。

【キャリア教育講座＆インターンシップ】2020年度
項目

内容

秋学期

開催予定時期

入学時キャリアガイダンス

日本での就職を考える際の心構えを説明します。

9月30日

キャリアランチ交流会

就職活動についてお昼を食べながら、なんでもお話、相談会。

毎月2回

JETRO主催ワークショップ

海外積極展開企業と学生との協働による課題解決型学習。

日本企業の雇用慣行と就職活動・
ビジネスマナー

インターン生、就活生、内定者全てに役立つ講座です。

秋学期 オンデマンド

内定者による就職活動報告会

先輩たちがどのように就職活動に取り組んだかが分かります。

秋学期 オンデマンド

社会保険労務士講座
「働くための基礎知識」

社会に出る前に知っておきたいワークルールを学ぶ。労働に
まつわる「なんでも相談会」併設。

秋学期

留学生・
春季インターンシップ説明会

愛知労働局が実施する留学生のためのインターンシップの理
解を深める。

11月

日本企業を知る
「コロナ時代のリアル」

日本経済と日本企業、企業活動、雇用慣行を包括的に学ぶ。
コロナ禍が日本企業に与える影響についても触れる。

11月

企業との交流会

中部経済同友会加盟企業との交流会

1月

留学生のための Job Fair 2021

留学生積極採用企業による学内合同説明会

2月

留学生・
春季インターンシップ

愛知労働局が実施する留学生のためのインターンシップ（企
業等での職業体験プログラム）

11月

実施2月（1週間程度）
※申込締切は11月下旬

◆講義の受講申し込み方法
当プログラムホームページの各講義情報ページ下「講座お申込はこちら」から
※初回利用の方は、マイページ登録が必要です。
HP：http://ag-int.org/
◆問い合わせ 名古屋大学キャリアサポートセンター 留学生就職促進プログラム事務局
学生支援棟 1階
TEL： 052（789）2176 E-mail：info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp

