
外部講師（BCG）による
ケース面接対策講座

主催：東京大学キャリアサポート室｜協力：

トップコンサルティングファームBCGによるケース面接対策講座
東大出身の現役のマネージャー２名をお招きして、コンサルティングの仕事や醍醐
味、さらにコンサルタントになるためのケース面接対策・コツをお伝えします。

①10/6(木)18:00-20:00
②10/12(水)18:00-20:00
場所 : オンライン（Zoom)
対象：東京大学学生 2024卒主対象

※他学年の方も参加OKです！

各日30名限定

重複申込NG

10/6(木)：黒沢俊哉（ボストン コンサルティング グループ／Project Leader）
東京大学大学院新領域創成科学研究科卒。新卒でBCGに入社。
消費財・流通・運輸グループのプロジェクト経験が豊富。

10/12(水)：黒川あやか（ボストン コンサルティング グループ／Principal）
東京大学経済学部経済学科卒。東京証券取引所、新日本有限責任監査法人、欧州三井物産を経てBCGに入社。
メディア業界のプロジェクト経験が豊富。

講師情報

【問合せ先】東京大学 キャリアサポート室 career.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

“脳に汗をかいて”思考することを通じて、コンサルティング業界で求められる課題解決力／論理的思考力や、
コンサルティング業務においての考え方の一端を体感を頂くことを目的としています。

※両日内容は同じです



業界研究・志望動機作成講座
～「OBOG座談会」をフル活用しよう！～

＼ここで差がつく！／

10/7（金）
17:00-18:30

秋冬以降のインターンシップ・就活に向けた準備（志望動機の作り方など）
また10-11月のキャリサポ主催の「OBOG座談会」イベントをどう活用するかを

外部講師より情報提供いただきます。

【対象】東京大学学生 2024卒主対象 ※他学年の方も参加OKです！
【講師】株式会社ジェイ・ブロード 代表取締役社長 前田 健郎
これまでに採用コンサルティングとして約４００社の採用支援を担当。現在は、採用コンサルティングの経験
を活用し、各大学での就職ガイダンス講演やキャリア科目担当講師、就職アドバイザーとして活動中。

【申込締切】
10月5日（水）0時0分

主催：東京大学キャリアサポート室 ｜ 協力：株式会社ジェイ・ブロード

申込
受付中！



主催： 協力：

【内定先企業】 ※敬称略

丸紅、東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険

「東大生のリアル」をテーマに、23年卒内定者の方に登壇いただき、
パネルトークセッションを行います。内定先企業に決めた理由や選考対策手法など、

皆さんからの質問にホンネでお話いただきます！
当日はもちろんですが、事前にも質問を受け付けますので、
日頃聞きにくいことも是非先輩に聞いてみましょう！

※レコーディングを行いませんので、ライブでご参加ください。
※本企画は、すべて日本語で行われます。This seminar will be conducted in Japanese.

24年卒
メイン対象

WEB
要予約

・就職活動の全体像と今後の準備について
・登壇者紹介
・インターンシップや就職活動の疑問に答えてもらうパネルトークセッション

予約はこちら
予約〆切：10月9日（日）まで

月 日 火 17:00-18:30

羽田 啓一郞氏
株式会社Strobolights 代表取締役社長

講師

■予約及び詳細は右QRコードよりご確認ください
■顔出し不要・途中退出可
■お申込時に事前質問を受け付けます。
開催当日、講師や登壇者から回答します。

参加
方法

東京大学
キャリアサポート室

就職活動の本音を聞く！

講座
内容

※他学年の方も
歓迎！



主催：東京大学キャリアサポート室/協力：株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

【開催前】動画視聴：外部講師による講演
【当日】
、内定者パネルトーク
● 名程度の先輩たちに登壇していただきます。
●先輩たちの内定先企業：国土交通省、大和総研、 スチール
、質疑応答

東大生 内定者（23卒）パネルトーク
～東大生が就職活動やキャリア選択において聞いておくべき実態！～

東京大学キャリアサポート室主催

（ ）
～

24卒主対象 ※他学年の方も大歓迎！ 服装自由・入退場自由東大生限定

【お申込期限】10/12（水)

当日は、就職活動を終えた先輩たち（内定者）
に登壇いただき、パネルトークを行います。
インターンシップや就職活動に関する体験談やアド
バイスなど実体験をもとに語って頂く予定です。



2022年度
東京大学キャリアサポート室主催

東京大学
OBOG座談会

8日間で、55社から卒業生が集結します

●オンライン｜10/20(木)、10/28(金)、11/15(火)
■対面 ｜11/4(金)、11/8(火)、11/09(水)、

11/17(木)、11/22(火)
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*対面:各日50名限定



  Exploring Your Career Path with Global Companies 

外資系企業を知るための 

10.25(Tue)&10.26(Wed) 

日本国内に拠点をもつ外資系企業が結集！  
 
東京大学 全学生を対象  

-留学生・海外在住経験者・留学経験者・グローバル就職を考える学生など-   

★企業と直接話す・知る 
 日本進出の外資系企業のビジネス展開に直接アプローチ 
 それぞれの優良外資系企業が直接 技術・研究を紹介 
 グローバル企業での活躍を考える際のキャリアデザインはー国内？将来は海外へ？ 
 キャリアデザインを考え、大学時代をどう過ごす？ 

★2 日間で幅広いジャンルの外資系企業 約 18 社が参加 
   国籍・地域：北米、ヨーロッパ、アジアなど、10 か国・地域から 
[2022.10.25] アマゾンジャパン／アマゾン ウェブ サービス ジャパン(アメリカ)、アンカー・ジャパン(中国) 
Apple Japan(アメリカ)、BASF ジャパン(ドイツ)、ケンブリッジコンサルタンツ(英国)、ハイセンスジャパン(中国) 
マイクロンメモリジャパン(アメリカ)、日本マイクロソフト(アメリカ)、ジック(ドイツ) 
[2022.10.26] アドバンテック(台湾)、アトラスコプコ(スウェーデン)、Ｂ＆Ｒ(オーストリア)、CES 中電(中国) 
デル・テクノロジーズ(アメリカ)、日本ヒューレット・パッカード(アメリカ)、日本アイ・ビー・エム(アメリカ)、シリウスジャパン(中国) 
Wise Finance Solutions Asia Pacific(ルーマニア) 
The seminar will be conducted in English and Japanese 

場所: Zoom 開催 (リンクは後日登録者にお知らせします） 
 
開催時間： 13:15-16:00(両日共通) 
使用言語： 日本語・英語 
 
 
【問合せ先】東京大学 留学生支援室 career.issr@gmail.com  

共催: 東京大学 留学生支援室・キャリアサポート室 

On Zoom 

 

グローバルキャリアフェア 

お申込みはこちら！ 



            
    

Exploring Your Career Path with Global Companies 

To get to know foreign-affiliated companies 

10.25(Tue) & 10.26(Wed) 

Foreign-affiliated companies that have branches/offices  
in Japan gather at UTokyo! 

 
All UTokyo students are welcome to attend. 
International students, Japanese students, students who have  
experiences to study abroad and who wish to work overseas, etc.  

 
★Let’s talk with the companies and get to know them 

 Chance to meet the companies developing their businesses in Japan 
 Leading/Major foreign-affiliated companies will directly introduce their technology and research. 
 Design your career for working in global companies- Working in Japan? Going overseas? 
 Think about your career plan- How do you spend your time in university? 

★A variety of foreign-affiliated businesses (around 18 companies) will attend over 2 days. 

[2022. 10.25] Amazon Japan / Amazon Web Services Japan(USA), Anker Japan(China), Apple(USA) 
BASF Japan(Germany), Cambridge Consultants(UK), Hisense Japan(China), Micron Memory Japan(USA) 
Microsoft Japan(USA), SICK(Germany) 
[2022.10.26] Advantech Japan(Taiwan), Atlas Copco(Sweden), B&R(Austria), CES CHUUDEN(China), 
Dell Technologies(USA), Hewlett Packard Japan(USA), IBM Japan(USA), Syrius Japan(China), 
Wise Finance Solutions Asia Pacific(Rumania) 
seminar will be conducted in English and Japanese 

Venue: on Zoom (URL will be provided to registrants later） 

 
Time： 13:15-16:00(both days) 
Language： Japanese, English 
 
 
Inquiries: International Student Support Room, The University of Tokyo  
     career.issr@gmail.com 

Co-organizers: International Student Support Room/Career Support Office, The University of Tokyo 
 

 

 

Registration 


