報道関係者各位
プレスリリース
2021 年 10 月 27 日
(株)イノベント

第 1 回 インターナショナルジョブフェア東京 2021
（在留外国人・外国人留学生 転職・就職フェア）

11 月５日(木)・６日(金)に東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催！
インターナショナルジョブフェア実行委員会（実行委員長：堀 正人）は 2021 年 11 月 5 日（金）
・6 日（土）、
東京都立産業貿易センター 浜松町館にて、「第 1 回 インターナショナルジョブフェア東京 2021（在留外国人・
外国人留学生 転職・就職フェア）」を開催いたします。
（公式 HP： https://inter-jobfair.jp/）

外国籍人材のための就職フェア
2020 年 5 月時点での外国人留学生数は 279,597 名となっており、新型コロナウイルス感染症の影響により減少
しているものの、大学・短大の正規仮定及び専門学校は増加傾向にあります（文部科学省発表資料より）
。現在
日本に在住する外国人留学生の 65%が日本での就職を希望している一方、実際の就職率は 37%にとどまってい
ます（厚生労働省発表資料より）。その理由として、
「日本の就職活動の仕組みが分からない」「新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、企業との出合いの機会が取れない」
「日本語での面接対応が難しい」等、外国人留学
生特有の課題があげられています。また、転職を希望する外国籍人材も同様の課題を抱えています。このような
状況を背景として、就職を希望する外国人留学生や転職希望者と、外国籍人材の採用を希望する企業のマッチン
グの場として、
「第１回 インターナショナルジョブフェア東京 2021」の開催が決定しました。
第１回となる今回は、同時開催展の「EXPAT EXPO TOKYO」と合わせ、約 150 社の出展が決定しています。
出展社一覧：https://inter-jobfair.jp/companylist/
また、展示会場内のセミナースペースでは、日本での就職や転職を目指す外国籍人材に向けたセミナーや、外国
籍人材を採用する企業向けのセミナー等、様々なテーマでセミナーが実施されます。来場者であれば予約不要・
無料で聴講できます。

出展社によるセミナー
特定技能×介護で叶う日本でのキャリアアップ！
11/5(金) 11:00-11:50

～ベネッセベネッセスタイルケアの取り組みを通じて～
(株)ベネッセスタイルケア

11/5(金) 12:00-12:30
11/6(土) 12:30-13:00
11/5(金) 16:00-16:30

岡田 真規子氏

「特定技能」就職成功セミナー
～「特定技能」で活躍する外国人の採用事例をご紹介します～
(株)リクルーティング・デザイン

薄田 朋和氏

【事例から学ぶ！】国内外の高度外国人財を効率的に採用する方法
(株)ディスコ

山崎 真司氏

韓国人先輩社員に聞く日本就職
11/6(土) 11:00-11:30

～日本就活の経験やノウハウを韓国語で共有します～【韓国語】
韓国貿易センター・東京

11/6(土) 13:15-13:45

盧 修廷氏

Personal Branding【英語】
テンプル大学日本キャンパス

Ed Thompson 氏

就職・転職アドバイスセミナー
11/5(金) 10:10-10:30
11/5(金) 11:00-11:50
11/5(金) 12:00-12:50
11/5(金) 13:00-13:50
11/5(金) 14:00-14:50
11/5(金) 15:00-15:50
11/5(金) 16:00-16:50
11/6(土) 10:10-10:50
11/6(土) 11:00-11:50
11/6(土) 12:00-12:50
11/6(土) 13:00-13:50
11/6(土) 14:00-14:50
11/6(土) 15:00-15:50

ジョブフェア 参加ガイダンス （ブースの効率的な回り方）
(株)オリジネーター 工藤 尚美氏
日本における外国人に必要な生活サポートとは
(株)グローバルトラストネットワークス 後藤 裕幸氏・稲村 美穂氏
就職活動の進め方（新卒編）
(株)オリジネーター工藤 尚美氏
ビジネスマナー講座
(一社)グローバル人材キャリア支援協会 愛甲 香織氏
面接対策講座（実践編）
(株)明光ネットワークジャパン 古賀 和香子氏
ベトナム語での特定技能説明講座
(株)ヒューマンパワー Truong Thi Viet 氏
就職活動の仕方（転職編）
(株)One Terrace 阿久津 大輔氏
これでもう迷わない！日本で働く外国人が知るべきビザのルール・入管のルール
行政書士 明るい総合法務相談所 長岡 由剛氏
ミャンマー語での特定技能説明講座
(株)ヒューマンパワー Moh Moh Tun 氏
就職活動の仕方（転職編）※金曜日と同内容
(株)One Terrace 阿久津 大輔氏
外国人が IT 業界に就職するためには？
SUN(株)
仲宗根 俊平氏
日本での転職必勝法セミナー ～書類選考通過の確率を上げる方法とは？～
(株)グローバルパワー 篠原 裕二氏
Work in Japan? US? Australia?
留学生にとって最高の就職先はどこか教えます
フォースバレー・コンシェルジュ(株)
柴崎 洋平氏

教育機関向けセミナー
大学・短期大学・専門学校・専修学校・日本語学校等、留学生を指導・支援する職員の方向けのセミナーです。就
職支援の方法や在留資格変更の手続き等、外国人留学生の就職率を向上させるための最新の情報を入手すること
ができます。
11/5(金) 13:00-13:50
11/5(金) 14:00-14:50
11/5(金) 15:00-15:50

就労ビザ手続きの基礎
行政書士事務所つづけるサポート
進路指導者のための特定技能のリアルな情報と知識
(株)ヒューマンパワー

新井 永鎮氏

これからの留学生就職支援のあり方および事例
(株)明光ネットワークジャパン

開催概要
イベント名 ：

桑田 優氏

第 1 回 インターナショナルジョブフェア東京 2021
（在留外国人・外国人留学生 転職・就職フェア）

会期

：

2021 年 11 月 5 日(金)・6 日(土)

会場

：

東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区海岸 1-7-1）

入場料

：

無料（来場事前登録推奨）

主催

：

インターナショナルジョブフェア 実行委員会（(株)イノベント内）

共催

：

(一社)外国人雇用協議会

三隅 花氏

公式 HP

：

https://inter-jobfair.jp/

ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。

プレス登録フォーム

https://expat-expo.jp/press/
・ 会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前に改めてご連絡差し上げます。
・ 下記書式にて、FAX でのご登録も可能です。メールアドレスを必ずご記載ください
・

プレス登録 FAX 書式
撮影のご希望

取材時期

□ スチール

〈返信 FAX：03-5413-8830〉

□ ムービー

□ ペンのみ

参加人数

名

□事前取材
□会期中取材（11/5(金)・11/6(土)）

企業名

媒体名

所在地
部署

役職

氏名

電話番号

FAX 番号

携帯電話

E-MAIL

＠

【報道関係者様からのお問合せ先】
インターナショナルジョブフェア 実行委員会
事務局（(株)イノベント）
Tel: 090-1750-2875（担当：池）

Mail：v-inter@innovent.co.jp

展示会の事前取材、及び、展示会期中のご取材をご希望の報道関係者の方は、上記までご連絡ください。

