
留学生就職支援デスク キャリアサポートルーム

アドバイザー 留学生専門アドバイザーによる相談
（飯田・竹内）

留学生専門アドバイザーによる相談
（㈱ソーシャライズ 中村・藤本・中本）

キャリア・アドバイザーによる相談
（民間企業経験 横国ＯＢ・ＯＧ）

相談できる日

月～金曜日
9:00-17:00 相談時間 ３０分

月曜日のソーシャライズ中村さんの代理で
月曜日の就職相談を担当する日もあり

月曜日
13:50-17:05 相談時間 ４５分

月によって実施回数が変わります

火～金曜日
13:50-17:05 相談時間 ４５分

月によって実施回数が変わります

得意な分野
・留学生の就職活動状況に応じた就職サポート
（ES添削、面接練習、企業選びのサポートなど）が可能

・留学生の強みを活かした就職活動の仕方の助言が可能

・日本の企業活動、就職活動に詳しい。
・様々なキャリアを持っているキャリア・アドバイザー
（横国OB・OG）の方々に直接相談ができる
・日本人と同様の選考ルートを選択した方向けです

※OB・OGはすべて日本人です
※留学生の就職活動に関しての専門家の方々ではありません

相談のときの
推奨日本語レベル（JLPT) なし～N1 なし～N1 N1以上、ネイティブレベル

相談のときの
英語について ＯＫ ＯＫ 基本不可

相談方法 相談予約必要
※スタッフの状況によって窓口対応も可能

相談予約必要
予約した時間以外で相談することはできません

その他特徴
・YNUの留学生を積極的に採用したい企業の
採用情報やインターンシップの情報を提供する
・留学生向けイベント等を主催している
・留学生向けメルマガの発行をしている

・留学生採用のサポートを専門にする企業で働く、
プロのアドバイザーに相談できる

・外国人雇用について、コンサルタントをする
会社でもあるので、留学生側、雇用の企業側、
どちらにも詳しい

・在留資格や社会保険、労働法など専門的な手続
きに関して具体的な相談ができる

・アドバイザーの経験をもとに、企業人事目線、経営者目線の
アドバイスがもらえる

問合せ先 詳細・申込みフォーム：
https://careerjapan.ynu.ac.jp/news-

topics/international/international-2278/

就職相談の詳細：https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/asset/docs/WEBsoudansummary.pdf
予約サイト：https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/

就職支援係が業務担当をしています。直接、アドバイザーへコンタクトはできません。
MAIL：gakusei.shushoku@ynu.ac.jp

https://sociarise.co.jp/
https://careerjapan.ynu.ac.jp/news-topics/international/international-2278/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/asset/docs/WEBsoudansummary.pdf
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/
mailto:gakusei.shushoku@ynu.ac.jp


Department International Student 
Career Support  Desk Career Support Room

Advisor
Iida, Takeuchi 

International Student 
Career Support Coordinator

Mr. Nakamura, Mr. Fujimoto, Mr. Nakamoto
Sociarise co.,ltd

Career Advisers
YNU graduates

Time
Mon-Friday
9:00-17:00

Each consultation is 30 minutes.

Monday
13:50-17:05

Each consultation is 45 minutes.

Tues-Friday
13:50-17:05

Each consultation is 45 minutes.

Advisor

Expert Adviser for International Students Searching for Jobs in Japan

▽ Students we highly encourage to join
Students finding difficulty in searching for jobs in Japan
Students who need advice for document screening or job interview
Students aiming to develop their career in Japan

Each of The Career Advisers, YNU graduates,
has a remarkable career as a businessperson. 

*All Career Advisers are Japanese.
*They are familiar with Japan job hunting.

However, they are not familiar with 
International Students job searching a lot.

▽ Students we highly encourage to join
Students who will apply to the same employment screening

as Japanese Students.

Language in couseling
The JLPT levels: 

Japanese or English
nothing~N1

Japanese or English
nothing~N1

Japanese
N1 or  Speaking Japanese as her/his native language

Booking
Required

You can ask some questions in person 
while someone is on the desk.

Required

Other information
We can give you information regarding companies
that want to hire YNU International students.
We hold many events and 
deliver a mail magazine for International students.

They are recruiting agency for international students
and provide professional career counseling service.
They give you practical advices as a consultant from a  

businessperson’s point of view. 
They have good knowledges about visas, social 

insurance and labor law.

They can give counsel you with their real experiences.

Booking site
The details and the application form：

https://careerjapan.ynu.ac.jp/news-
topics/international/international-2278/

The details in Japanese：https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/asset/docs/WEBsoudansummary.pdf
Booking site：https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/

Department in Charge: YNU Career Support Room
MAIL：gakusei.shushoku@ynu.ac.jp

You can not contact the Adviser directly. 

https://sociarise.co.jp/
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