
◆
Job offers
内　定

◆
Job offers
内　定

◆
Job offers
内　定

◆
Job offers
内　定

Job offers
内　定

Other 
その他 通年採用 Year-Round (Rolling) Recruitment

Actual 
Job Hunting

就職活動
の実態

内定式

Job Offer 
Ceremony

Summer has Long Term & Work
Experience Internships

夏インターンは 長期＆業務体験型
Fall, Winter and Spring Internships are Short-Term
and Short Project-Work based

秋冬・春インターンは 短期＆短期ワーク型

インターン選考 インターン選考

❶ 就職活動開始   Start Job Search  ➡ ❷ 就職活動開始   Start Job Search  ➡ ❸ 就職活動開始   Start Job Search  ➡

ES提出

 [Jan-Feb] Winter Internship Apply/Participat[Oct-Dec] Fall Internship Apply/Participate [July-Sept] Summer Internship Apply/Participate
【1月～2月】冬インターンエントリー・選考・実施【10月～12月】秋インターンエントリー・選考・実施【6月～9月】夏インターンエントリー・選考・実施

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆

エントリー
Selection

Intern Application Intern Application

準　備
Preparation

自己分析と業界研究、インターンシップ、OBOG訪問

Self-analysis and industry research, internships, visits to alumni

participating in company briefing sessions from March
説明会開始3月～ [Fall/Winter - October] Internship Programs [Summer - July] Internship Guidance and Information Sessions

【秋冬10月】インターンシップ関連学内関連プログラム【夏・6月】インターンシップ関連ガイダンス・説明会 ◆
◆◆

春休み（2月～3月）
Spring break

夏休み（8月～9月）
Summer vacation  

Campus schedule
学内スケジュール

日本語能力試験
◆ JLPT ◆ JLPT ◆ JLPTJapanese-Language

Proficiency Test

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

Release of Job Information from Companies
March 1st

Start of hiring process
June 1st

Official Job-offer given
October 1st

広報活動開始
3月1日以降

採用選考活動開始
6月1日以降

正式な内定日
10月1日以降

◆ ◆ ◆
Government’s Recommendation
 (For 2023 Graduates)

政府要請（※2022年度卒業）
内定式
Job Offer 
Ceremony

9月修了 
September Graduation

院2年生・Master Degree 2nd Year
（9月～9月、Sept-Sept、　9月修了 September Graduation）

院1年生・Master Degree 1st Year
（9月～9月、Sept-Sept）

　秋入学
Fall Entry

院2年生・Master Degree 2nd Year
（4月～3月、Apr-Mar、3月修了 March Graduation）

院1年生・Master Degree 1st Year
（4月～3月、Apr-Mar）

春入学
Spring Entry
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2年間スケジュール  Two-Year Schedule

就職活動スケジュール

　日本企業の多くは同じスケジュールで採用活動を

行います。スケジュールは毎年見直されます。修了

年度より一年前から就職活動が始まります。

※9月入学の学生は、半年後に入学してくる学生と同じス

ケジュールで就職活動を行います。通年採用や秋入社等

も可能な企業がありますので、企業に確認してください。

Schedule of Job Search Activities
Most Japanese companies have a similar 
recruiting schedule, which is reviewed each 
year. Formal job search activities for entering
companies begins over one year prior to 
your graduation.
* Students starting at university in September will have 
the same job search schedule as students who start 
at university in the following spring. Some companies 
may hire all-year round or for fall entry, make sure you 
check with the company.

4月入社

　日本以外の国では9月入学が多いと思われますが、日本では

ほとんどの教育機関が4月入学・3月卒業となっています。そ

のため、多くの日本企業は4月入社を前提とした新卒一括採用

を行います（一部例外あり）。

Entering Companies in April
In many countries outside Japan, students start at 
university in September; whereas in most Japanese 
educational institutions, students start in April and 
graduate in March.
So, (with some exceptions) many Japanese companies
recruit new graduates based on the assumption 
they will enter their companies in April.

在留資格について

　外国人留学生が日本で就職する場合は、就労可能な在留資格にする

必要があります。出入国管理局への申請前に内定先からもらわなけれ

ばならない書類もあります。入国管理局への申請後、申請許可までに

は1～3ヶ月かかります。書類に不備があると再申請となり、4月1日の

入社日に間に合わなくなる可能性もありますので、必要書類は早めに

準備することが必要です。

About Residence Status
International students who wish to work in Japan will need 
to change their residence status to working. Before you 
apply to the Immigration Bureau of Japan, you will need 
to have some documents issued by the company from 
which you have received informal your job offer. Be prompt
about preparing these documents required for your visa 
application to be on time to start at the company on April 1.
Your visa permission may require one to three months to 
process after you submit your application to the Immigration
Bureau. If your application documents are insufficient or 
incomplete, you may have to re-apply.

新卒一括採用

　日本企業が、大学や大学院などを

卒業予定の学生を対象に年度ごとに

一括して求人や採用内定を出し、採

用内定者を卒業後すぐに勤務させる

採用方法です。

Collective Employment 
of New Graduates
Every year, Japanese companies
recruit students expecting to 
graduate from undergraduate 
and graduate schools, making 
informal job offers to the students
to start work as soon as they 
graduate.

採用試験

　日本企業の採用試験は、国語・数

学・英語などの基礎学力を測る試験

や個別又はグループ面接などを数回

行い、その都度人数を絞り込んでい

きます。

Employment Tests
Recruitment examinations at 
Japanese companies are 
tests to assess your basic 
abilities in Japanese, 
mathematics and English, 
and they conduct successive 
individual and group 
interviews to narrow down 
the number of candidates.

Fall, Winter and Spring Internships are Short-Term
夏インターンは 長期＆業務体験型

仕事のやりがいを考える
Think about working

業界研究・企業研究
Industry/Company Research

  がいこくじんりゅうがくせい　　にほん しゅうしょく　　  ばあい　　　しゅうろうかのう　ざいりゅうしかく

ひつよう　　　　　　　　 しゅつにゅうこくかんりきょく　　しんせいまえ　ないていさき

　　　　　　　　しょるい　　　　　　　　　　にゅうこくかんりきょく　　 しんせいご　　しんせいきょか　　　　　　　　　　　

　　　　　 か げつ　　　　　　　　　  しょるい　  ふ び　　　　　　　さいしんせい　　　　　　  がつ ついたち　　

にゅうしゃび　　ま　　 あ　　　　　　　　　かのうせい　　　　　　　　　　　　　　ひつようしょるい　 はや　　　

じゅんび　　　　　　　　ひつよう

ざいりゅうしかく

　   にほんいがい　  くに　　　くがつにゅうがく おお　　　 おも　　　　　　　　　　  にほん

　　　　　　　　きょういくきかん　　がつにゅうがく  　がつそつぎょう

　　　　　　　おお　　　 にほんきぎょう　　　がつにゅうしゃ ぜんてい　　　　  しんそついっかつさいよう

おこな　　　　　　 いちぶれいがい

　　　　　　　

しがつにゅうしゃ

　  にほんきぎょう　 さいようしけん　　　  こくご　  すう

がく　 えいご　　　　　   き  そ がくりょく  はか  　しけん

　　こべつまた　　　　　　　　めんせつ　　　　　すうかい

おこな　　　　　　　つ  ど にんずう　 しぼ　  こ

さいよう しけん

くがつにゅうがく　がくせい　　　はんとしご　　にゅうがく　　　　　がくせい　　おな

　　　　　　　　しゅうしょくかつどう おこな　　　　　つうねんさいよう　あきにゅうしゃとう

　　かのう　　きぎょう　　　　　　　　　　　きぎょう　かくにん

　　にほんきぎょう　 おお　　　おな　　　　　　　　　　　　　　さいようかつどう

おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　 まいとし みなお　　　　　　　　しゅうりょう

ねんど　　　 いちねんまえ　　  しゅうしょくかつどう はじ

しゅうしょくかつどう

　　にほんきぎょう　　　だいがく　 だいがくいん　　　　 

そつぎょうよてい がくせい　たいしょう ねんど　　　　　

いっかつ　　きゅうじん　　さいようないてい　　　　　 　さい

ようないていしゃ　　そつぎょうご　　　　　  きんむ　　　　　　

さいようほうほう

しんそついっかつさいよう



The rapid globalization of Japanese companies and 
the higher number of international students hoping to 
study in Japan and find jobs in these companies has, 
in recent years, been encouraging Japanese 
companies to hire more international students.
However, it is unlikely that many Japanese companies 
will lower their hiring standards for them, and finding 
jobs in Japan will remain a difficult hurdle for 
international students.
If you are thinking of finding a job in Japan, you should 
begin preparing for your job search as early as possible.
What you want to do, where you want to work and 
how to plan your job-hunting schedule is extremely 
important in order to satisfactorily find a job. 
This pamphlet will provide basic information so that 
you may start to prepare for job-hunting in Japan.

Introduction
　日本へ留学し日本企業への就職を希望する外国人留学

生の増加、また日本企業の急激なグローバル化に伴い、

日本企業における外国人留学生の採用意欲は近年高まっ

ています。

　しかし、外国人留学生だからといって採用基準を甘く

しない企業が大多数という状況は継続と予想され、外国

人留学生が日本で就職するにはまだまだ厚い壁があると

いわざるを得ません。

　日本での就職を希望する場合はできるだけ早いうちか

ら日本の就職活動に向けての準備が必要となります。将

来は何をしたいか、どこで働きたいか、どのように就職

活動を行うか、という点についてしっかり考えることは

就職活動を満足して終えることにつながります。ここで

は就職活動の準備ができるよう日本の就職活動の基本に

ついて説明します。

日本の就職活動(就活）

日本で就職したい留学生のための情報（大学院生用）日本で就職したい留学生のための情報（大学院生用）

Job Hunting Information 
for International Students (Graduate School)

Job Hunting Information 
for International Students (Graduate School)

Tel: 03-3238-3581  Email: career-co@sophia.ac.jp

キャリアセンターについて
場　所：四谷キャンパス2号館1階
時　間：月～金曜日（祝日を除く）　10:00～16:30
（昼休み　11:30～12:30）
※昼休み中は、資料閲覧・ＰＣ利用が可能です。窓口対応は行いません。
※大学行事及び学事日程の関係上、上記以外にも閉室する場合があります。

About the Career Center
Location: First Floor, Building 2
Office Hours: Mon-Fri (Excl. Holidays) 10:00-16:30
 (Counter closed 11:30-12:30 for lunch)
PC and Reference materials may be viewed
when the counter is closed for lunch. 
May be closed other times due to school schedule or events.

①Entry
②Selection Process (Tests, Interviews)
③Job Offer (Accepting Offer)
④Picking which company to join (Declining Offer)
⑤Changing Residence Status
⑥Events or Training before entering the company

From Job Hunting to Entering the Company
①エントリー
②選考（試験や面接など）　
③内定（→誓約書の提出）　
④入社する企業を決める（→内定を辞退する）
⑤在留資格の変更
⑥内定後～入社までの行事や研修

採用選考から入社までの流れ

If you have a N2 level or higher you can apply to many 
companies so we suggest you work towards getting N2. If you do 
not have an N2 level the number of companies you can apply to 
will be limited.

I don’t think my Japanese is sufficient yet. 
Can I still find work?

Q.

A.

Yes, you can continue to job hunt after graduation. Please note 
that international students must have a valid residence status to 
job hunt in Japan. After graduating you may apply for a 
Designated Activities “Job Hunting” residence status to stay up 
to 1 year in Japan to job hunt.

Can you search for jobs after graduation?Q.
A.

Participating in an internship is not required. However, you can 
gain useful information and practice for job hunting therefore we 
recommend participating in an internship.

Are Internships Required?Q.
A.

日本語N2以上があれば多くの企業へ応募できるので、ぜひ取得を目指

してください。N2に足りない場合も、仕事を探すことはできますが、

選択肢が狭くなります。

日本語がまだ十分ではないと考えています。
仕事は見つかりますか？

Q.

A.

はい、卒業後でも就職活動ができます。ただし、外国人留学生は正し

い在留資格を取得した上で、就職活動を行ってください。卒業後は

「特定活動・就職活動継続」の在留資格を取得することで、最長1年間

日本で就職活動継続できます。

卒業後でも就職活動はできますか？Q.

A.

インターンシップは参加必要ではありませんが、インターンシップに参加

すると、就職活動の練習になり、会社の情報も得られるのでお勧めします。

インターンシップ参加は必要ですか？Q.

A.

Frequently Asked Questionsよく聞かれる質問

Make sure that you can communicate your research to others in an 
easy to understand way.
If you want to go into R&D make sure that you have an idea what you 
want to do.
Having a good relationship with your professor and classmates is 
helpful for when you have to job hunt. Classmates can provide 
healthy competition through supporting each other.

　自分の研究内容を他人に簡潔にわかりやすく伝えられるようにするといいです。

研究開発職に進みたい場合、自分がやりたいこと、目的をはっきりさせるといいです。

　指導教員に相談したり同じ研究室のメンバーと仲良くしたりしたほうがいい

です。就職活動をする際、情報交換やお互いに支えあえることが就活のモチ

ベーションにつながります。

STEM 2021 Graduate2021修了理系

You will be busy in your 2nd year with your research and job hunting 
so it is best if you can earn credits during your 1st year.
It is a good idea to take language tests or get a driver’s license if you 
think it will be useful for your future job.
Everyone experiences rejection when job hunting, but don’t let that 
get you down. Consult the Career Center or someone for help. You 
may be thinking that job hunting is scary but as long as you prepare it 
isn’t so bad. Attending guidance sessions, at the university is a good 
way to prepare.

　２年目は修士論文・就活で忙しくなるので、１年目

は多くの単位を取るのをお勧めします。

　英語の資格があると有利、業界によって運転免許も役立つかもしれません。

　書類選考や面接に落ちることは誰にでも起こりうることなので、落ち込むこ

となく、キャリアセンターなどに相談することをおすすめします。「就活が怖

い！」と思っている学生も少なくないでしょう。不安解消法として、大学のガ

イダンスに参加し、日本の就職活動の特徴を把握することをお勧めします。

正確な情報を得ることで適切な準備ができるからです。

Social Studies 2022 Graduate2022修了文系

Advice from Alumni先輩からのアドバイス

Japan Jobs あさがくナビ
https://www.gakujo.ne.jp/2022/contents/japanjobs/index.html

Ryukatsu リュウカツ
https://ryugakusei.com/

Career Support Network for International Students in Japan　留学生就職支援ネットワーク
https://ajinzai-sc.jp/s_howtoregister.html

JASSO Job Hunting Guide 日本学生支援機構　外国人留学生のための就活ガイド
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/after_study_j/job/guide.html

役に立つサイト Useful Sites

 ば　  しょ　 よつや　　　　　　　　　ごうかんいっかい

 じ　  かん  げつからきんようび　しゅくじつ　のぞ

 　ひるや

 　 ひるや　ちゅう　   しりょうえつらん　　　 　 りよう　　かのう　　　 　まどぐちたいおう  おこな

　だいがくぎょうじ  およ　がくじにってい　 かんけいじょう じょうきいがい　　へいしつ　　　 ばあい

りゅうがくせいしゅうしょくしえん

がいこくじんりゅうがくせい　　しゅうかつにほんがくせいしえんきこう

やく　　　た

せんこう　　しけん　　めんせつ

ないてい　　　せいやくしょ ていしゅつ

にゅうしゃ　　　きぎょう　　き　　　　　　　ないてい　　じたい

ざいりゅうしかく　　へんこう

ないていご　　にゅうしゃ　　　　ぎょうじ　けんしゅう

さいようせんこう　　　　　にゅうしゃ　　　　　　　　なが

  にほんご　　　いじょう　　　　　　　おお　　　きぎょう　　おうぼ　　　　　　　　　　　　　　しゅとく　　め ざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　　　　ばあい　　　　　しごと　　さが　　　　　　　　　　　　　　　　　

せんたくし　  せま

にほんご　　　　　じゅうぶん　　　　　　　　かんが

 しごと　　 み

　　　　　そつぎょうご　　しゅうしょくかつどう　　　　　　　　　　　　　　がいこくじんりゅうがくせい　ただ

    ざいりゅうしかく　 しゅとく　　　 うえ　　　しゅうしょくかつどう おこな　　　　　　　　　　　そつぎょうご

とくていかつどう　しゅうしょくかつどうけいぞく　　ざいりゅうしかく　しゅとく　　　  　　　　　　さいちょういちねんかん

 にほん　しゅうしょくかつどうけいぞく

そつぎょうご　　しゅうしょくかつどう

　　　　　　　　　　　　　　　さんかひつよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　  さんか

　　　　　　　  しゅうしょくかつどう　れんしゅう　　　　　  かいしゃ　じょうほう　 え　　　　　　　　　　すす

　　　　　　　　　　　　　　さんか　  ひつよう

　　　　　　　き　　　　　　　　　 しつもん

　　 じぶん　けんきゅうないよう　 たにん　　かんけつ　　　　　　　　　　　つた

　　けんきゅうかいはつしょく  すす　　　 　ばあい   じぶん　　　　　　　　　　　  もくてき

　　  しどうきょういん　 そうだん　　　　　おな　けんきゅうしつ　　　　　　　　　なかよ

　　　　　しゅうしょくかつどう　　　さい　じょうほうこうかん　　たが　　　　ささ　　　　　　　　　　　しゅうかつ

り　けいしゅうりょう

　　えいご　　しかく　　　　　　　ゆうり　ぎょうかい　　　　　うんてんめんきょ　やくだ

　しょるいせんこう　めんせつ　　お　　　　　　　　だれ　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかつ　  こわ

　　　　　　　おも　　　　　　　がくせい　すく　　　　　　　　　　　　　　ふあんかいしょうほう　　　　　　だいがく

　　　　　　　　 さんか　　　　にほん　　しゅうしょくかつどう とくちょう　　はあく　　　　　　　　　　すす

せいかく　じょうほう　え　　　　　　　てきせつ　じゅんび

　おお　　　たんい　　と　　　　　　　すす

　　　

　 ねんめ しゅうしろんぶん　しゅうかつ いそが　　　　　　　　　　　　  ねんめ

ぶんけいしゅうりょう

 せんぱい

しゅうしょくかつどう　まんぞく　　　　お

しゅうしょくかつどう　じゅんび　　　　　　　　　　　にほん　　しゅうしょくかつどう　 きほん

　　　　　せつめい

　  　　　　　　　え

　　にほん　　　しゅうしょく　きぼう　　　　ばあい　　　　　　　　　　 はや

　　にほん　 しゅうしょくかつどう　む  　　　　　じゅんび　　ひつよう　　　　　　　　　　しょう　

らい　　なに　　　　　　　　　　　　　　　はたら　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうしょく

かつどう　おこな　　　　　　　　　　てん　　　　　　　　　　　　　　かんが

　　　　　　　　がいこくじんりゅうがくせい　　　　　　　　　　　 さいようきじゅん　あま　　 

　　　　　きぎょう　  だいたすう　　　　 じょうきょう　 けいぞく　　よそう　　　　　 がいこく

じんりゅうがくせい　  にほん　 しゅうしょく　　　　　　　　　　　　　 あつ　 かべ

  

　　にほん　 りゅうがく　にほんきぎょう　　 しゅうしょく　きぼう　　　 がいこくじんりゅうがく

せい　  ぞうか　　　　　　にほんきぎょう　きゅうげき　　　　　　　　　　か　　ともな

にほんきぎょう　　　　　　 がいこくじんりゅうがくせい　 さいよういよく　 きんねんたか　　　

  

にほん しゅうしょくかつどう しゅうかつ

にほん　　　　しゅうしょく　　　　　　　　りゅうがくせい　　　　　　　　　　　　じょうほう
だいがくいんせいよう




