
Employment 
Seminars
外国人留学生向け
就職セミナー

For international students

on-line

Job hunting in Japan 日本での就職活動
・ コロナ禍における就職活動
・ 就職活動のスケジュール
・ 日本の就職活動の特徴

2/11
木THU

contents 内容

 ・ Job hunting in the COVID-19
 ・ Job hunting schedule
 ・ Features of job hunting in Japan

Business manners ビジネスマナー
・ 学生と社会人の違い
・ 社会人としての基本動作
・ 企業が求める人材

 ・ Difference between students and working adult
 ・ Basic behavior as a working adult
 ・ Human resources required by companies

Business Japanese ビジネス日本語
・ 言葉づかいの基本
・ 企業との電話対応
・ 企業とのメール対応

・ Basics of wording
・ Telephone support with companies
・ Email correspondence with companies

Live streaming of employment seminars. You can also ask questions via chat.
就職セミナーをライブ配信。チャットで質問もできます。

Application deadline 申込締切 2/19 15：00
※All seminars will be conducted in Japanese セミナーは全て日本語で行います

Application deadline 申込締切 2/12 15：00

Application deadline 申込締切 2/5 15：0017:00～18:00

2/18
木THU

17:00～18:00

2/25
木THU

17:00～18:00

Reservation required
要予約

Free!参加無料

岐阜県主催

contact 問合せ先
本事業は、Man to Man Animo 株式会社が岐阜県から受託し運営しています。
主催：岐阜県　運営(事務局)：Man to Man Animo株式会社 岐阜県岐阜市金町6-21  岐阜ステーションビル 7階  058-215-5511
This project is operated by Man to Man Animo Co., Ltd. under contract from Gifu Prefecture.
Organizer: Gifu Prefecture Management (Secretariat): Man to Man Animo Co., Ltd. 6-21 Koganemachi, 
Gifu City, Gifu Prefecture Gifu Station Building 7th floor　058-215-5511

岐 阜 県 　 商 工 労 働 部 　 産 業 人 材 課 　 産 学 金 官 連 携 係 　 TEL 058-272-8406
ぎふけん 　　しょうこうろうどうぶ　さんぎょうじんざいか　さんがくきんかんれんけいがかり

TEL 090-6761-4019（担当：安藤 Person in charge: Ando ）
URL https://www.ryuugaku.pref.gifu.lg.jp　MAIL gifu.value@mmg.jp Sign up

お申込みは
こちら

See the back
for details
詳しくは裏面で



外国人留学生向け
オンライン
就職セミナー

Employment 
Seminars on-line
For international students

　新型コロナウイルス感染症は留学生の就職に大きく影
響を与えており、就職活動を今後どのように進めていけ
ばよいのか悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。
オンラインセミナーで就活情報を手に入れましょう！

COVID-19 has greatly affected the job hunting.
You must be worried about how to proceed with 
job hunting in the future.
Get job hunting information at the web seminar!

information 詳細

岐阜県主催

Free!
参加無料

news お知らせ

オンライン合同企業説明会

セミナーで身につけた力を
アピールしましょう。それぞれ
５社が参加する予定です。

Let's appeal the power acquired at 
the seminar. Five companies are 
scheduled to participate. 水3/3WED 水3/10WED
Joint Company Information Session on-line

【対象】 大学・大学院・専門学校・日本語学校を卒業予定
の外国人留学生及び既卒者（卒業後1～3年程度）

【費用】 無料

【セミナー方式】 オンライン
（LIVE配信＋アーカイブ配信）
LIVE配信終了後、一定期間Web公開します。

LIVE配信ではリアルタイムに講師に質問したり
参加者同士でつながることも可能です。ぜひLIVE
配信にご参加ください。

セミナーは全て日本語で行います。

【ご注意】 新型コロナウイルス感染症の影響により、
セミナーが実施されないこともあります。

【予約申込】 LIVE配信の視聴には予約申込が必要です。
申込完了後URLをお送りします。
ＱＲコードから申込フォームにアクセスし、情報を入力し
て送信してください。

TARGET
Foreign students who are planning to graduate 
from universities, graduate schools, vocational 
schools, and Japanese language schools (about 1 
to 3 years after graduation)

FEE free

METHOD Online (LIVE distribution + archive 
distribution)
A f te r  the  L IVE  d i s t r ibut ion  ends ,  i t  w i l l  be  
published on the Web for a certain period of time.

You can ask questions to the instructor in real 
time and connect with each other. Please 
participate in the LIVE distribution.

All seminars will be conducted in Japanese.

NOTE Seminars  may not  be held due to the 
impact of the COVID-19.

APPLICATION A reservat ion  appl icat ion  i s  
required to watch the LIVE distribution. We will 
s end  you  the  URL  a f t e r  t he  app l i c a t i on  i s  
completed.

Please access the application form from the QR 
code, enter the information and send it.

Sign up
お申込みはこちら


