東北イノベーション人材育成プログラム
日本での就職を目指す学生を徹底サポート！3 月からの就職活動スタートに備えよう！

外国人留学生対象
オンライン エントリーシート対策講座＆個別相談会
開催：2022 年 2 月 8 日（火）～3 月 10 日（木）

オンラインエントリーシート対策講座
【日程】
第 1 回 2 月 8 日（火）14:00-14:30

第 2 回 3 月 3 日（木）14:00-14:30

★エントリーシートの書き方やつまずくポイントをわかりやすく説明します！！

オンライン個別相談
【日程】
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

２月 ８日（火）
２月１５日（火）
２月２２日（火）
３月 ３日（木）
３月１０日（木）

14：30-16:30
14:０0-16:30
14:０0-16:30
14:30-16:30
14:０0-16:30

★就職活動で悩んでいることがあれば、お気軽に相談してください！！
・ 就労可能な在留資格
・ 応募書類の書き方
・ インターンシップの探し方

・ 日本での就職活動の進め方
・ 面接対策
・ 卒業後の就職活動の継続など

相談対象者
東北イノベーション人材育成プログラム参画教育機関＊で学ぶ外国人留学生
＊東北大学、東北学院大学、東北福祉大学、東北工業大学、宮城学院女子大学、宮城大学、仙台高等専門学校
＊上記教育機関に所属する来日できていない外国人留学生も利用可能です。

開催方法：Zoom
◆参加方法◆
事前予約が必要となりますので、下記 URL または QR コードから行えます。
URL

https://reserva.be/cb2022

※予約時の注意点
予約人数に限りがあるため、原則として当日キャンセルは NG です。
体調不良等でやむを得ない場合は、必ずキャンセルの連絡をしてください。無断欠席の場合は 1 週間予約できません。

問合せ先（事業受託機関）：キャリアバンク株式会社 仙台支店
TEL：022-395-5923 Email：kaigai-tohoku@career-bank.co.jp
主催：DATEntre 東北イノベーション人材育成コンソーシアム

DATEntre Tohoku Innovation
Human Resources Development Program
We help international students who want to work in Japan！Let’s prepare for job hunting！

Online Entry Sheet Course＆Counseling
For international students
Duration：February 8th (Tue) ～ March 10th (Thu)

Online Seminar on Entry Sheet
【Schedule】
①February, 8th（Tue） 14:00-14:30 ②March, 3rd（Thu）14:00-14:30
★We will explain how to write entry sheet.

Online Counseling
【Schedule】
① February,
② February,
③ February,
④ March,
⑤ March,

8th (Tue)
15th (Tue)
22nd(Tue)
3rd (Thu)
10th (Thu)

Th

14:30-16:30
14:０0-16:30
14:０0-16:30
14:30-16:30
14:０0-16:30

★Please feel free to contact us if you have any concerns about
job hunting.
！！
・ Status
of residence for work
・ How to do job hunting
・ How to write a job application ・ How to prepare for job interview
・ How to apply for internship
・ Job hunting after graduation etc.

Participants
International students DATEntre universities.
＊Tohoku University、Tohoku Gakuin University、Tohoku Fukushi University、Tohoku Institute of Technology、
Miyagi Gakuin Women’s University、Miyagi University、National Institute of Technology, Sendai College.
＊Students who are currently outside of Japan can also participate in Online Entry Sheet Seminar and Counseling.

How to join：Zoom
How to join：Zoom

◆Application◆
To apply, please click the URL below or scan the QR-code.
URL

https://reserva.be/cb2022

※Important notice
Please do not cancel on the day, because the number of reservations is limited.
If you're not feeling well, please let us know as soon as possible.
Those who canceled on the day without notice cannot make a reservation for one week.

Contact information（contact organization）：CAREER BANK CO., LTD
TEL：022-395-5923 Email：kaigai-tohoku@career-bank.co.jp
Held by DATEntre Tohoku Innovation Human Resources Development

