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■日本滞在の学生(日本の就職活動シーズン)と、交換留学生・私費留学生の方々のおかれる状況

志望企業へエントリー
フェア・会社説明会、OB&OG訪問、応募～面接

選考～内定獲得
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インターンシップ
企業研究

自己分析

日本の就職活動ピーク
就活セミナー

興味ある企業へエントリー

※おおよそのスケジュールです。
　企業、年によって異なる場合もあります。
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留学準備 留学中
秋学期 春学期

フェア

留学ワクワク期
★留学直前～留学直後
就活セミナーより留学の準備を優
先。10月に入ると、日本では就活が
本格スタート、友人などから情報が
入り始めると、少し焦りますが、留学
生活を慣れる、楽しむことに精一杯

留学熱中期
★春学期始まる前
ようやく１学期終わりホッとする。留
学後始めての長い休みなので、現地
のイベント、旅行など海外生活を優
先。冬休みは帰国すれば就活のチャ
ンスもあった、と、後から知る方も

就活ちょっと焦り気味期
★春学期中
日本では就活の話題一色になり、ご父兄
からも心配のメールもあったり、友人の中
には内定を得た、という方もでてくる頃。
焦るが海外からできる就活がわからず、ど
うしたらいいか真剣に悩み始めます

就活への不安一杯期
★帰国直前～帰国後
留学前には「夏休みは少し現地で旅行で
も」と思っていた方も、一日でも早く帰国し
て就活しよう！という方が増えます。帰国後
は、就活準備もせぬまま「とりあえず」フェア
に参加してみれば何とかなるか、と期待‥・

就活と留学を両立させよう

「海外就活サポート」が、留学で成長するあなたと、その先の未来をつなぐお手伝いをします

「就活どうしよう」派の学生さんへ 「就活なんとかなる」派の学生さんへ
３年の夏から留学したおおよその交換留学生の先輩方は、留学中に就活
への不安を抱えたまま。しかし、不安あっても、留学先では周囲は日本と
異なる環境なため、結局、帰国まで就活らしい行動をせず、という方々。
「周りに相談できる人がいない」「海外からできる就活はあまりない」「周
囲は就活してないので、どうしていいかよくわからない」「勉強と留学生活
で精一杯」・・・私達が出会った学生さんの声です。

　「どうしよう？」を「こうしよう！」に変えましょう。
　「留学中にできる就活」を、私達がサポートします！

「帰国してから一生懸命就活すれば、何とかなるんじゃないか」と、考えてい
る方も多いのも事実。しかし、帰国した時は、就活は後半戦。
留学生活の後にスタートラインに立つより、日本に残る学生さんと同様に、
３年の夏にスタートラインに立っていられたら・・・
「帰国してから」を「帰国する前から」に変えることによって、留学することの
意義が大きくなり、そして、留学経験が未来への道筋へと続きます。

　「何とかなる？」を「何とかする！」に変えましょう。
　「海外からできる就活」を、私達がアドバイスします！

留学生の就職活動サポートのエキスパート。GCS

◎就職活動のスケジューリングとマネージメントをお手伝い
◎情報収集の方法、分析の方法をアドバイスしつつ、ご自身のニーズにあった
　必要な情報を得られるようサポート
◎メール、ウェブカウンセリング、直接面談によって、素朴な質問などにもお答えします
◎履歴書／エントリーシート／面接のアドバイス、添削や対面指導をいたします
◎帰国してからも、面接練習や企業応募のお手伝い、スムースに就活を進めるお手伝いをします

海外就活サポートなら！
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I 大　H. S.さん

CA州
４大生
F. Y.さん

日本に戻り、就職活動にあたふたしてい
ます。就活はかなり不安で、どうすれば
いいのかわかっていなかったので、助け
になりました。特に、自己分析と企業研
究のポイントは本当に役立っています。

落ち込み気味だった就職活動でし
たが、以前より自信がつきました。ま
た、初めての模擬面接は、わからな
い事も多く緊張していましたが、そ
れが有意義な体験になりました。ア
ドバイス通り練習していきます！
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スケジューリング＆
就活ステップカウンセリング

就職活動全体の把握とスケジュール管理

学校（授業）のスケジュールを参考に、授業の妨げにならないよう、また、日本の就活に乗り遅れないように就活ステップ
をスケジューリング。休み中に行えること、帰国したら行うこと、休み（帰国）前に準備しておくこと、を、学期始まりに半年
分スケジューリングを月別に落とし込む 入会時および帰国直前 $65 B1

就職活動ベーシックセクション 時間、回数 料金 codeプログラム概要(※)

計画の遂行および進捗管理、
スケジュールマネジメント

上記、学期始まりに月別に落とし込んだスケジュール＆就活ステップ計画を元に、毎月１回コミュニケーション。前月分
の振り返りを行い、必要あればリスケジュールも行う。月１回のマネジメント終了後、ご父兄への報告をe-mailにて行う

１回／月
10分＊10ヶ月 $120 B2

就活基礎講座 日本の就活スケジュール、ステップをレクチャーし理解していただいたうえで、海外大生として海外から行える就活、海外
大生の特有の就活方法、ポイントをレクチャー 45分／１回 $45 B3
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適職診断(R-CAP)＆
自己分析サポート

職業志向性の診断と自己分析

適職診断＆自己分析に不可欠な要素である情報を網羅したR-CAP(★)を事前に受検していただき、その結果を元に
できる適職診断分析と自己分析の理解サポート。P-CAPの結果で得られる客観的分析データを元にカウンセリングを
行い、自分理解を深め、納得度を高めていただく

メール対応（２往復）

R-CAP受験
$100 T1

志向＆自己分析セクション 時間、回数 料金 codeプログラム概要(※)

自己分析ワークショップ エントリーシート出題率No.1の「自己PR」を作成するのに必要な「強み」発見のためのワークショップを行い、その結果
を元に、「強み」の掘り下げをサポート

メール対応（２往復） $120 T2

★R-CAPは、株式会社リアセック提供の適職診断試験です
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就活サイト活用術

就活に不可欠な情報収集面のサポート

日本でも常識であるが、海外からの就活も、新卒採用サイトの活用が基本。サイトは知っていて、登録はしていたとして
も、満載された機能や使うすべを知らないままとなってしまわないよう、日本の学生と同様に、日本の新卒採用サイトを
使いこなせるよう、その方法を伝える

45分／１回 $50 J1

情報収集サポートセクション 時間、回数 料金 codeプログラム概要(※)

業界研究、企業研究／初級講座 まず、志望する業界や企業を漠然とでも、イメージすることからスタート。次に、新卒採用サイトを使って、業界と企業の
検索方法を伝える。漠然とした志望から、具体的な志望業界、志望企業の発見、模索をサポート 45分／１回 $50 J2

企業研究（自己分析）
ワークショップ

会社と仕事選びの基準を明確にしていく作業を、カウンセリングを通じてサポート。自分が働きたい会社とは？＝会社
選びの基準(目標、事業内容、人や社風、制度や環境など)と、やりたい仕事とは？＝仕事選びの基準（やりたいこと、でき
ること）を羅列できるようにする

45分／１回 $50 J3

企業研究／中級編
事前に企業をピックアップしていただき、企業研究を一緒に行う。エントリーシート出題率No2でもある「志望動機」に
つなげる。既に、企業研究を進めている方には、他に同様の魅力を持つ企業探し、視野を広げる、応募したいと思う会社
を増やすお手伝いをする

45分／１回 $50 J4

ア
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エントリーシート／初級講座

就活実践面のサポート

エントリーシートの役割、作成全般に通じるポイントなど、書く前に知っておきたい基本的な知識を伝える。エントリー
シートによくある質問ベスト５を伝え、それぞれの書き方ポイントを伝える 45分／１回 $65 P1

実践サポートセクション 時間、回数 料金 codeプログラム概要(※)

履歴書、エントリーシート添削 事前に履歴書、エントリシートを送っていただき、添削。人事が見るポイント、書き方の基礎、コツ、「どう直すべきか」を
指導。１エントリーシートにつき、３テーマまでの添削を行います。修正後の再チェックも１回含みます

メール対応（２往復） $65 P2

面接の注意事項、模擬面接 個別、グループ、グループディスカッションなど、面接の種類に応じた状況および対応のポイントを伝える。面接時の部屋
への入り方、お辞儀などマナーや、言葉使いなどの質問や基本的な理解も含む。必要、要望あれば、模擬面接も対応 45分／１回 $65 P3

就活に関する質問、疑問に
何でもお答え

身だしなみに関する質問や、企業にメールする時の注意、企業の対応に不安がある等、ちょっと聞きたい、といった質問、
疑問にお答えする $65 P4
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短期決戦コース

帰国後サポート 

帰国後、応募～面接と進むステップに準じ、履歴書＆エントリーシートの添削、面接対策、模擬面接など必要に応じ対
応（応募１～２社の対応） $240 K1

帰国後サポートセクション 時間、回数 料金 codeプログラム概要(※)　

中期対応コース 帰国後、複数の会社へ応募～面接と進むステップに準じ、履歴書＆エントリーシートの添削、面接対策、模擬面接など
必要に応じ対応 $480 K2

内定獲得までコース 帰国後、複数の会社へ応募～面接と進むステップに準じ、履歴書＆エントリーシートの添削、面接対策、模擬面接など
必要に応じ対応。内定が決まるまで、もしくは申込み者(ご父兄含む)が「終了」と決定するまで行う $80～ K3

緊急対策コース 帰国後、数日後にエントリーシート提出、明日最終面接、等、緊急で準備、対応しなくてはいけない場合に、必要に応じ
対応。ご父兄、ご本人の希望と必要に応じ、その都度行う

１回45分 $100～ K4

ベーシックやアドバンスプログラムをある程度受けていただいていることが前提。受けていない場合は、帰国後でもプログラムを受けていただく可能性があります

就活の基礎理解、スケジューリング、進捗管理
例１：　留学と就活の両立をするための最低限プラン

B1、B2、B3

■セッションの組み合わせ例

上記に適職診断と自己分析を追加
$230 PKB1
料金 code

B１、B２、B３、T1 $330 PKB2

ベーシックセッション全てと、情報収集 B1、B2、B3、J1～4を２セッション
上記に適職診断と自己分析を追加

$330 PKA1
B1、B2、B3、J1～4を２セッション、T1 $430 PKA2

ベーシックセッション全てと、実践サポート B1、B2、B3、P1～4を２セッション
上記に適職診断と自己分析を追加

$360 PKA3
B1、B2、B3、P1～4を２セッション、T1 $460 PKA4

料金 code

帰国後サポートを除く全セッション $855 PKF1
料金 code

セッションの組み合わせは、ご希望またはご相談に応じます

例２：　自分だけではできない就活ステップを支援プラン

例３：　帰国までの間、留学と就活を両立するフルサポートプラン

◎未来への不安無く留学生活を過ごせるよう、海外からできる就活をサポートする
◎留学体験によって成長していく学生さんの就職活動を、将来にむけて、大きく多く活かせるように支援し、留学生の価値を高める

海外就活サポートには、こんな思いが込められています

■海外就活サポートプログラム

●留学中の契約も可能ですが、留学前から計画をしておくことをお勧めいたします
●学生の皆さんとのコミュニケーションは、主にメール、ウェブカウンセリングシステムを使用して行います（直接お会いする場合は、別途料金が発生）
●プログラム内容の詳細や最新の内容、下記のE-mailアドレスまで、お気軽にお問い合わせください
●本プログラムの内容は、以下のHPでもご確認いただけます。またお申し込みもHP上で可能です
●お支払いは、クレジットカードにて承ります

※記載のプログラムは、2009年７月現在の内容です。プログラムは、学生さんやご父兄の皆様などのニーズにより、常に改良を行っております。ご契約の際、最新のプログラム内容と、料金をご確認ください

学留に中界世、に点拠を郡ジンレオ州アニルォフリカ国衆合カリメア、は）SCG（ snoituloS reeraC labolG
する日本語バイリンガル学生の就職支援を行っております。留学終了後のキャリアプランを真剣に考えたい
人、留学で得た経験や知識を将来に活かす道を見つけたい人のために、皆さんのキャリアプランを一緒に作り
上げていくのが、GCSのミッションです。
就職は社会への入り口であり、学生生活からの脱皮です。そして、これから今までの人生の長さ以上に、仕事を
通して人生を作り上げていく道のりが続きます。GCSは「常に自分らしくある自分の発見」をテーマに、留学体
験と就職活動という切り口から皆さんの未来を、そして、グローバル企業の発展を人材面から支援しています。
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