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【日系企業】一般的な新卒就活スケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
3年生・M1・D2年生 4年生・M2・D3年生

【春】インター
ンシップ

就職イベント
企業説明会

面接

夏
イ
ン
タ
ー
ン
情
報
掲
載

春インターン情報掲
載

※詳細スケジュールは企業によって異なります

エントリーシート／筆記試験

内
々
定

（
大
手
企
業
）

内
々
定

（
中
小
企
業)

４月 ５月

筆記試験対策（SPIを勉強する）

■入学後に対策するべきこと
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

グループディスカッション・
面接を実際に体験する
（日本人学生と一緒がBest）

ひとつでも多くの企業を知る

４月 ５月

自己分析をする
（エントリーシートを書く練習をする）

エントリーシートを
たくさん書く

【夏】
インター
ンシップ

新卒採用

日本の就職活動の流れ

※日本語の勉強は早期に開始し、継続して行いましょう

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




①キャリア・サポートルーム（日本人学生/留学生）

横浜国立大学のキャリア支援のカウンターは学生センター3階に2つあります。

YNUの留学生キャリア支援

・YNU生専用アプリ、Twitterで最新情報を案内
‐エントリーシート添削・対策講座
‐仕事・業界・企業研究セミナー
‐模擬面接会
‐グループディスカッション練習会
‐就職相談開催日と担当カウンセラー

他、多数

・学生センター3階
‐YNUの（OB/OG（卒業生））の検索
‐書籍の閲覧/貸し出し
‐YNUキャリアガイドブックの配布
‐個別相談

②留学生就職支援デスク（留学生のみ）
～ヨコハマ・カナガワ留学生就職促進プログラム～

・◆プログラム通信◆、Website、Facebookで
最新情報を案内

‐留学生専用キャリア講座・イベント
‐留学生専用ビジネス日本語講座
‐留学生専用インターンシップ
‐留学生専用ランチ相談会
‐留学生専用求人情報
・留学生専用動画コンテンツ

他、多数

・学生センター3階
‐留学生向け就活情報の閲覧
‐ワークブックの配布
‐個別相談



横浜国立大学は、「ヨコハマ・カナガワ留学生就職促進プ
ログラム」で留学生の日本での就職を応援しています。

YNU is committed to support international students who 
wish to find jobs in Japan by " The Yokohama-Kanagawa  
International Student Career Support Program"

日本の企業へ就職を考えている留学生は、「ヨ
コハマ・カナガワ留学生促進プログラム」へ登録
してください。登録すると、日本での就職活動に
必要な情報を受け取ることができます。また、

日本で就職活動の準備を学ぶことができます。

International students who are thinking of 
finding job in Japan should enroll in “The 
Yokohama-Kanagawa International Student 
Career Support  Program”. Then you will be able 
to receive the information you need for job 
hunting in Japan from us. Also, you can learn 
how to prepare for job hunting in Japan.
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登録はこちらから

プログラムの登録案内



◆プログラム通信◆で各種最新情報を案内

●プログラムイベントの紹介
・春学期キャリア講座（全5回）は4月下旬スタート予定
・留学生向けオリジナルインターンシップの紹介
・ビジネス日本語講座の案内
・動画で学べるコンテンツの紹介
・月1回のランチ相談会

●その他サポート
・企業からの求人情報のお知らせ
・外部の就活イベントの紹介
・個別相談受付（留学生就職支援デスク、ZOOM）
・就活日本語の添削

プログラムの登録者向けサービス

登録はこちらから

よくある質問
・留学生を採用する会社の探し方
・過去の留学生が就職した会社
・筆記試験の対策方法
・内定者の体験がききたい
・敬語はどこまで勉強すればよいか



プログラムポイントの獲得

プログラムの登録者向けサービス

興味がある講座やイベントに1回から自由に参加することができますが、
ヨコハマ・カナガワ留学生就職促進プログラムに登録して対象の正課科目や
各講座へ参加し、要件を満たすと「修了証明書」を取得できます。
「修了証明書」により、日本で働くために必要な準備ができていることを
企業へ証明することができます。
下表の5つの群から、学部生は70ポイント、大学院生は60ポイント獲得すると
修了証明書が発行されます。

必要修了ポイント　　　　　　　　　　　単位：ポイント
学部生 大学院生

群1．日本語基礎力 10 10
群2．ビジネス日本語 10 10
群3．キャリア教育 20 15
群4．インターンシップ 20 20
群5．その他（企業説明会など） 10 5

合計 70 60

http://www.careerjapan.ynu.ac.jp/topics/topics‐1526/?yearId=2020
対象の正課科目は、修了ポイント科目対応表から確認できます

http://www.careerjapan.ynu.ac.jp/topics/topics-1526/?yearId=2020


留学生のためのメールマガジン Isynu-net

●Isynu-net （留学生のためのメールマガジン） 
登録のメリット 
メーリングリストに参加すると、次のような情報を掲載したメールマ

ガジン（不定期）を受け取ることができます。 
留学生交流会やイベントの案内 
留学生のための就職ガイダンス等の案内 
留学生全員への連絡事項通知 等 
 

登録方法 
登録を希望する学生は以下の要領で、学務部  国際教育課

（kokusai.shien ynu.ac.jp）までメールを送ってください。 
 宛先：kokusai.shien ynu.ac.jp 
 件名：Registration for isynu-net 
 
記載内容： 
所属の学部、学府等の名称 
 
学籍番号 
氏名 
メールアドレス 
 
みなさまの登録をお待ちしています！！ 
また、Isynu-net の情報は横浜国立大学国際教育課 公式 twitter でいち

早く発信しています。こちらも併せてフォローして下さい。#横国

#YNU#国際教育課 

   
お問い合わせ先 
学務部 国際教育課 
TEL ： 045-339-3182 
Email： kokusai.shien  ynu.ac.jp 

ヨコハマ・カナガワ留学生促進プログラム
公式WEBSITE

ヨコハマ・カナガワ留学生促進プログラム
公式Facebook

横浜国立大学国際教育課公式Twitter @ynu_global 

プログラムのイベント情報の掲載先
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●Isynu-net （留学生のためのメールマガジン）

登録のメリット

メーリングリストに参加すると、次のような情報を掲載したメールマガジン（不定期）を受け取ることができます。

留学生交流会やイベントの案内

留学生のための就職ガイダンス等の案内

留学生全員への連絡事項通知　等



登録方法

登録を希望する学生は以下の要領で、学務部 国際教育課（kokusai.shienynu.ac.jp）までメールを送ってください。

　宛先：kokusai.shienynu.ac.jp
　件名：Registration for isynu-net


記載内容：

所属の学部、学府等の名称



学籍番号

氏名

メールアドレス



みなさまの登録をお待ちしています！！

また、Isynu-netの情報は横浜国立大学国際教育課 公式twitterでいち早く発信しています。こちらも併せてフォローして下さい。#横国#YNU#国際教育課

　 

お問い合わせ先

学務部 国際教育課
TEL ： 045-339-3182
Email： kokusai.shien  ynu.ac.jp

●Global Campus メールマガジン

登録方法・運用方法

登録を希望する学生はYNU ネットアドレスのアカウント(@ynu.jp)から、件名に「Global Campus登録希望」と記載し、空メールを国際教育課（kokusai.shien ynu.ac.jp）まで送ってください。



学生に有益な情報を掲載したメールマガジンを不定期でお送りします。なお、YNU ネットアドレス以外からの登録は受付けませんのでご注意ください。


みなさまの登録をお待ちしております！！

また、Global Campusの情報は横浜国立大学国際教育課 公式twitterでいち早く発信しています。こちらも併せてフォローして下さい。#横国#YNU#国際教育課

　 

お問い合わせ先

学務部 国際教育課
TEL ： 045-339-3182
Email： kokusai.shien  ynu.ac.jp
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●Isynu-net （留学生のためのメールマガジン） 


登録のメリット 


メーリングリストに参加すると、次のような情報を掲載したメールマ


ガジン（不定期）を受け取ることができます。 


留学生交流会やイベントの案内 


留学生のための就職ガイダンス等の案内 


留学生全員への連絡事項通知 等 


 


登録方法 


登録を希望する学生は以下の要領で、学務部 国際教育課


（kokusai.shienynu.ac.jp）までメールを送ってください。 


 宛先：kokusai.shienynu.ac.jp 


 件名：Registration for isynu-net 


 


記載内容： 


所属の学部、学府等の名称 


 


学籍番号 


氏名 


メールアドレス 


 


みなさまの登録をお待ちしています！！ 


また、Isynu-netの情報は横浜国立大学国際教育課 公式twitterでいち


早く発信しています。こちらも併せてフォローして下さい。#横国


#YNU#国際教育課 


   


お問い合わせ先 


学務部 国際教育課 


TEL ： 045-339-3182 


Email： kokusai.shien  ynu.ac.jp 




キャリア・サポートルーム（学生センター3階）と両方利用しましょう
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【キャリア・サポートルームのサービス】
・OB/OG検索
・キャリアアドバイザーによる個別就職相談

月曜日：日本語/英語
火～金曜日：日本語

・会社四季報や業界地図の閲覧
・SPI等の問題集の貸し出し
・求人票の案内

「キャリタスUC」

Twitter ＠ynu_career
で最新情報を確認

日本人も沢山利用しています！



ヨコハマ・カナガワ留学生就職促進プログラム

資料

場所：学生センター3階
留学生就職支援デスク

E-mail ：kokusai-shushoku@ynu.ac.jp

mailto:kokusai-shushoku@ynu.ac.jp
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