
国際学生（留学生・帰国学生など）対象

キャリアランチ交流会
キャリアランチ交流会は、毎月２回お昼時間に開催されています。

日本での就職に関心のある国際学生の皆さん、就職活動をする仲間の輪を広げ、気軽にお話し
しませんか？「まわりに一緒に就活する人がいない・・・」「基本的なことからわからない」
「自分の経験を後輩にシェアしたい」など、毎月のテーマと関係のない話題も歓迎します。
皆さんのご参加をお待ちしています。

【日 時】：５月１４日（金）、２６日（水） 12：15〜12：50
【Zoom】：参加登録者に、当日の朝、ZOOM URLをメールで送ります。
【申 込】：各回前日までにNU-NAVIで予約してください→
【言 語】：英語または日本語 （参加者の希望による）

NU-NAVI の予約方法が分からない時は、こちらまで

連絡先：キャリアサポートセンター（学生支援棟）
E-mail：kojima.midori@k.mbox.nagoya-u.ac.jp  Tel:052-789-5805

Facebook : 「nucareer」で検索し、友達申請を送ってください！Stay Connected!



This casual event is held twice a month for international students who are 
interested in job hunting in Japan. In this event, you will have a chance to 

broaden your friend’s circle and discuss job hunting each other. 
Those who are worried about job hunting or have questions about career 

pathways are always welcome. Let's talk to each other and share information.

Career Lunch Mixer
For International Students

【Time & Date】： from 12:15 to 12：50,

May 14ｔｈ(Fri.)& 26th(Wed.)

【Zoom】： The Participants will receive the Zoom URL via Email in the 

morning of each mixer. So, the deadline is the day before each event.↓

【Language】： English or Japanese depends on the participants.

How to reserve by NU-NAVI? Please contact here.
Contact: Career Support Center, Student Support Building  
E-mail: kojima.midori@k.mbox.nagoya-u.ac.jp  Tel:052-789-5805
Facebook : Search the word “nucareer” and send us a friend request. Stay Connected !



国際学生（留学生・帰国学生など）対象

キャリアランチ交流会

【日 時】：毎月二回 原則第二金曜日と第四水曜日 12：15〜12：50

※参加者の希望により13:50まで延長可

【場 所】：当面ZOOM 【予約】各回前日17時締切

【言 語】：英語と日本語

＊お弁当の持参歓迎です。

連絡先：キャリアサポート室
E-mail：sato.yukiyo@c.mbox.nagoya-u.ac.jp  Tel:052-789-2171
Facebook : 「nucareer」で検索し、友達申請をリクエストして下さい。

開催時期 主な話題

４月 就活なんでも相談会

５月 就活なんでも相談会

６月 インターンシップ相談会

７月 ビジネスマナー

８月 就活なんでも相談会

９月 内定者座談会

日程とメイントピックは変更される場合もあります。
HPや、Facebook、各所掲示板をご覧ください。

キャリランチ交流会は、毎月２回お昼時間に開催されています。
日本での就職に関心のある国際学生の皆さん、就職活動をする仲間の輪を広げ、気軽にお話し
しませんか？「まわりに一緒に就活する人がいない・・・」「基本的なことからわからない」
「自分の経験を後輩にシェアしたい」など、毎月のテーマと関係のない話題も歓迎します。
皆さんのご参加をお待ちしています。



Month Main Topic

April Free Talk on Job-Hunting

May Free Talk on Job-Hunting

June Internship

July Business Manners

August Free Talk on Job-Hunting

September Free Talk with students 
received “Naitei”(informal Job-Offer)

The Dates and the main topics are subject to change. 
Please watch the website , Facebook, and bulletin board around you.

Career Lunch Mixer
For International Students

【Time & Date】： From 12:15 to 12：50. The 2nd Friday and 4th 

Wednesday, every month, in principle.  

>Possible to be extended until 13:50 up to applicants’ request.

【Place】：Zoom 【Reservation】 By 17:00 one day prior to each mixer

【Language】： English & Japanese 

>You are welcome to bring your lunch.                                                               

Contact: Career Support Center, Student Support Building  
E-mail: sato.yukiyo@c.mbox.nagoya-u.ac.jp  Tel:052-789-2171
Facebook : Search the word “nucareer” and send us friend request.

This casual event is held twice a month. And this is for international students who 
are interested in job hunting in Japan. In this event, you will have a chance to 

broaden your friend’s circle and discuss job hunting each other. 
If you are worried about your job hunting by yourself and  have basic questions as 

for career development, please feel free to attend this lunch mixer.
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