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留学フェア 2018

留学フェア　おすすめイベント情報

●グローバル・キャリア・フォーラム2018　＊詳細はP.13,14へ
【第1部】国際協力の仕事とキャリア／国際機関への就職方法

講師：JICA職員・外務省国際機関人事センター職員他
時間：6月13日（水）17：00～19：30　場所：独立館2階D202教室

【第2部】グローバル企業で働くには―就職、キャリア、留学―
講師：（株）ディスコ　担当者
時間：6月15日（金）17：00～17：45　場所：独立館2階D202教室

●日吉メディアセンター「世界へ飛び立とう:Study Abroad 2018 留学事始」
　期間：6月4日（月）～6月23日（土）
　場所：日吉図書館　２階バルコニーコレクション

３階語学学習コーナー
　＊留学フェアに合わせて関連する図書館資料を紹介します。

●慶應義塾大学派遣交換留学説明会
　【第1回】時間：6月12日（火）16：20～16：50
　会場：第4校舎B棟2階J29教室
　【第2回】時間：6月13日（水）16：20～16：50
　会場：独立館2階D201教室
　＊2回とも同じ内容となります。

●トビタテ！留学JAPAN　日本代表プログラム説明会
　時間：6月14日（木）16:20～16:50 会場：独立館2階D201教室

その他各国への留学、語学試験など様々な説明会が開催されます。
予約不要・入退場自由！詳細は各日程の留学説明会を確認してください。

留学フェアでは「留学するにはどうしたらいいの？」 

という初歩的な疑問から具体的な留学プランに至るまで、
さまざまなニーズにこたえる留学関連情報を提供し、 

個別の相談にも応じています。

納得のいく留学をするためには、1 日でも早く準備を始める
ことが大切です。

この機会をお見逃しなく！！

留学フェア会場
 日吉コミュニケーション・ラウンジMAP ……………… 3,4

留学説明会、個別相談、ブース会場スケジュール
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留学フェア 2018

MAP
独立館 B1F
日吉コミュニケーション・ラウンジ
Hiyoshi Communication Lounge

『留学体験記』、『留学と
就職』など留学に関する
資料を展示します。

ギャラリー展示

各国公的機関や留学関連団体が個別に質問相談を受け付けてい
ます。めったにないチャンス！

いろいろなブースをまわって気軽に相談してみよう。

ブース会場	 12：15～17：00

協定校の担当者、交換留学生や留学経験者の塾生と直接話す
ことができます。
留学先での生活や授業のことなど聞いてみよう！

交換留学コーナー	 12：15～16：30

各大学資料、留学資料を配布しています。

資料コーナー

学部学習指導、就職・進路担当や国際担当の個別相談コーナーを開設しています。
気軽に相談してみよう！
国際…三田学生部国際交流支援グループのスタッフが派遣交換留学など義塾
留学プログラムのほか留学全般の相談に応じます。（国際コーナーのみ12：15～17：00）

個別相談会場【A-E、国際】	 14：00～17：00

各国の留学、語学の能力試験などの資料を配布しています。

資料コーナー

留学初心者向けの説
明会や交換留学の説明
ビデオを上映します。

資料閲覧コーナー

ビデオ会場

交換留学体験者の報
告書が閲覧できます。
先輩達の留学風景を見
てみよう！

各国への留学、語学試
験など様々な説明会が
開催されます。

予約不要、入退場自由！

まずは興味のある説明
会に参加してみよう！

留学説明会会場
12：15～17：00

インフォメーション
Information

スペース
Space
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留学フェア 2018

留学説明会 【会場は独立館地下1階グローバル・スタジオ】

12：20～12：50 アメリカ留学説明会（会場は独立館1階D101教室）

13：00～13：30 オーストラリア留学説明会

13：30～14：00 カリフォルニア大学CAPプログラム説明会

14：30～15：00 スペイン留学説明会

15：00～15：30 カナダ留学説明会

15：30～16：00 TOEFL説明会

16：20～16：50
慶應義塾大学派遣交換留学説明会

（会場は第４校舎B棟２階J29教室）

留学個別相談 【国際担当コーナーは 12:15～17:00】

　 A B C D E

14:00～14:30

文学部

商学部

理工学部

14:30～15:00

経済学部 法学部
15:00～15:30

15:30～16:00

16:00～16:30

16:30～17:00

6月12日【火】

ブース会場 （12:15～17:00）

ブース
番号 内容 団体名

1 アメリカ留学 EducationUSA フルブライト・
ジャパン

2 オーストラリア留学 オーストラリア大使館

3 ニュージーランド留学 ニュージーランド大使館

4 スペイン留学 インスティトゥト・セルバンテス東京

5 カナダ留学 カナダ大使館

6
TOEFL試験、海外短期ボランティア

プログラム
国際教育交換協議会（CIEE）

日本代表部

7 私費留学（カリフォルニア大学） カリフォルニア大学エクス
テンション日本CAPオフィス

8 私費留学 SAF　スタディ・アブロード・
ファウンデーション

HEC経営大学院（フランス）
ヨーク大学（カナダ）
交換留学生／交換留学経験者　（アメリカ・オセアニア地域他）

交換留学コーナー （12:15～16:30）



7 8

留学フェア 20186月13日【水】

留学説明会 【会場は独立館地下1階グローバル・スタジオ】

12:30～13：00 フランス留学説明会

13：00～13：30 イタリア留学説明会

13：30～14：00 TOEFL説明会

14：00～14：30 SAF私費留学プログラム説明会

15：00～15：30 スイス留学説明会

15：30～16：00 ドイツ留学説明会

16：20～16：50
慶應義塾大学派遣交換留学説明会

（会場は独立館2階D201教室）

留学個別相談 【国際担当コーナーは 12:15～17:00】

　 A B C D E

14:00～14:30

法学部
理工学部

14:30～15:00

15:00～15:30

15:30～16:00

経済学部
16:00～16:30

商学部
16:30～17:00

ブース会場 （12:15～17:00）

ブース
番号 内容 団体名

1 スイス留学 スイス大使館

2 イタリア留学 イタリア文化会館

3 フランス留学 Campus France - フランス政府留学局・
日本支局

4 ドイツ留学 ドイツ学術交流会（DAAD）

5
東アジア派遣

交換留学奨学金 日本百賢アジア研究院

6
TOEFL試験、海外短期

ボランティアプログラム 国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部

7 私費留学 SAF　スタディ・アブロード・
ファウンデーション

モンテレイ工科大学（メキシコ）
エセック経済商科大学院大学（フランス）
交換留学生／交換留学経験者　（ヨーロッパ地域他）

交換留学コーナー （12:15～16:30）
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留学フェア 20186月14日【木】

留学説明会 【会場は独立館地下1階グローバル・スタジオ】

12:30～13:00 中国留学説明会

13:00～13：30 SAF私費留学プログラム説明会

14：00～14：30 中国語検定説明会

15：00～15：30 海外インターンシッププログラム説明会

16：20～16：50
トビタテ！留学JAPAN
日本代表プログラム（会場は独立館2階D201教室）

留学個別相談 【国際担当コーナーは 12:15～17:00】

　 A B C D E

14:00～14:30

文学部

理工学部 薬学部

14:30～15:00

経済学部
15:00～15:30

商学部
15:30～16:00

16:00～16:30

16:30～17:00

ブース会場 （12:15～17:00）

ブース
番号 内容 団体名

1 韓国留学 神奈川韓国綜合教育院

2 中国留学 日中留学推進機構

3 トビタテ！留学JAPAN 文部科学省　トビタテ！留学JAPAN

4 留学と就職活動 学生部　就職・進路担当

5 HSK中国語検定 HSK日本実施委員会

6 台湾留学 日本台湾教育センター

7 海外インターンシップ イントラックス

8 私費留学 SAF　スタディ・アブロード・
ファウンデーション

交換留学生／交換留学経験者　（アジア地域他）

交換留学コーナー （12:15～16:30）
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留学フェア 20186月15日【金】

留学説明会 【会場は独立館地下1階グローバル・スタジオ】

12：20～12：50 イギリス留学説明会（会場は独立館2階D201教室）

13：00～13：30 海外インターンシッププログラム説明会

13：30～14：00 IELTS試験説明会

14：30～15：00 スウェーデン留学説明会

15：30～16：00 SAF私費留学プログラム説明会

16：20～16：50 奨学金説明会（日本学生支援機構）

留学個別相談 【国際担当コーナーは 12:15～17:00】

　 A B C D E

14:00～14:30

経済学部 法学部

理工学部

14:30～15:00

15:00～15:30

商学部
15:30～16:00

16:00～16:30

16:30～17:00

ブース会場 （12:15～17:00）

ブース
番号 内容 団体名

1 IELTS試験 日本英語検定協会

2 スウェーデン留学 スウェーデン大使館

3 イギリス留学 ブリティッシュ・カウンシル

4 奨学金 日本学生支援機構（JASSO）

5
CEMS MIM 国際経営学修士
ダブルディグリープログラム

CEMS Club Tokyo
（慶應義塾大学CEMS MIM プログラム）

6
エラスムス・プラス

（EUの大学院留学プログラム・奨学金） 駐日欧州連合代表部

7 海外インターンシップ イントラックス

8 私費留学 SAF　スタディ・アブロード・
ファウンデーション

ライデン大学（オランダ）
交換留学生／交換留学経験者　（ヨーロッパ英語圏他）

交換留学コーナー （12:15～16:30）
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留学フェア 2018

「グローバル・キャリア・フォーラム 2018」 ■問い合わせ
外務省　国際機関人事センター　03-5501-8238
公式HP：http://www.mofa-irc.go.jp
公式 facebookページ：https://www.facebook.com/MOFA.jinji.center/【第1部】国際協力の仕事とキャリア・国際機関への就職方法 

　　　　～世界で活躍するグローバル人材目指してみませんか？～

日時：2018年6月13日（水）17：00～19：30
場所：独立館2階D202教室

【第2部】グローバル企業で働くには―就職、キャリア、留学―

㈱ディスコ担当者による、グローバル企業のビジネス展開、グローバル人材をめぐる採用動向、
留学と就職活動を取り巻く状況などについての講演、質疑応答。
日時：2018年6月15日（金）17：00～17:45
場所：独立館2階D202教室

将来グローバル企業で働きたいけれども、どうしたらいいのだろう。。。留学はしてみたいけれ
ども、就職が不安で。。。そんな声を多く聞きます。グローバル企業への就職や海外留学生への
就職支援を行っているプロの生の声を聞いてみませんか？

1.講師　㈱ディスコ　担当者
2.内容
◦ グローバル企業のビジネスとは？グローバル化によるビジネス環境の変化、今後のビジネス

展開など。
◦グローバル企業で働くとは？グローバル企業で働くやりがい、キャリアなど。
◦グローバル人材とは？グローバル企業が求める人材像やグローバル人材の採用活動など。
◦グローバル企業に就職するには？企業の採用活動、留学生への採用活動、求めるスキルなど。
◦留学希望者、グローバル企業就職希望者へのメッセージなど

「国際協力の仕事とキャリア」 17：00～17：45

国際社会の大きな変化に伴い、国際協力のニーズも日々多様化しています。そのようなニーズ
に対応する国際協力分野のアクター、仕事全般について紹介し、国際協力の仕事に携わるため
に必要なキャリアパスや求められる資質と能力についてJICA職員より解説します。 

1.講師　独立行政法人　国際協力機構（JICA）職員
2.内容
◦国際協力における様々な仕事とキャリアパス
◦キャリア形成のために

「国際機関への就職方法」 18：00～19：00

国連など国際機関へ就職をするには日本の企業へ就職するのとは異なった採用方法を導入し
ているため、将来、国際機関で働くことを考えている学生は、その方法についてある程度知っ
ておく必要があります。外務省国際機関人事センターでは、そのために大学生・大学院生が準
備しておくこと、その採用方法、外務省が実施している国際機関就職への登竜門「ジュニア・プ
ロフェッショナル・オフィサー（JPO）派遣制度」等の話をします。

「具体的にどうすればいいのか、今、何をしなければならないのか」を説明いたします。
国際機関への就職に関心がある方はこの機会に是非ご参加ください！

１．講師　外務省国際機関人事センター職員
２．内容
◦国際機関の採用方法の概略、JPO派遣制度、学生時代に何をすべきか等。
◦講義形式で60分程度行った後、質疑応答を行います。

質疑応答　19：00～19：30

6月13日【水】・15日【金】


