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  1. 留 学 経験者を採用する 企業の 視 点   16 .  2015年以降の 就活環境  

  2. 海 外 売 上 比 率               17 .  就 活成功の ポイ ント  

  3. 留 学 による スキルア ッ プ に つ いて    18 .  Q & A 

  4. 留学前の就活準備                19.   beo留学サポートについて 

  5. 業界 

  6. 職種                           

  7. 業界研究（旅行業界編） 

  8. 職種研究（旅行業総合職編）  

  9. 総合旅行会社 JTB  

10. 特化型旅行会社 アルパインツアーサービス 

11. 個人向け旅行会社 HIS  

12. 海外留学経験者 自己分析編 

13. 海 外 留 学 経 験 者 の ア ピールポイ ント  

14. E S 作成の ポイント  

15. 面 接 での ア ピールポイ ント Q & A 

 

 

 

 

 

          



（1）自己主張ができる 
 
（2）セルフ・スターター       
    
（3）コミュニケーション能力が高い   
                              
（4）これからのグローバルな展開に 
    必要不可欠 
 
（5）バイリンガル・バイカルカルチャー      



・ホンダ、マツダ（87％） 
・任天堂（81％） 
・日産（80％） 
・キャノン（79％） 
・トヨタ、ソニー（77％） 
・アシックス（61％） 
・富士フィルム（60％） 
            ＜2008年会社四季報参照＞  

 

例）味の素 
2012年度の海外売上比率は41％ 

海外利益比率は50％超 
2016年度営業利益1000億円以上を目指     



（1）語学力の可視化！ 
   英語等のスコアーを取得する 
   （ソフトスキルのハードスキル化） 
 

（2）コミュニケーション能力を高める 
   他国の人との関わりを大事にし、帰国後も 
   交流を続ける、情報を得る 
 

（3）ビジネスで使える語学力を身に付ける 
   話せるレベルから仕事で使えるレベルへ 
 
留学は手段、語学力はツール、大事なことは、それらを使って何
ができ、何に貢献できるか。 
 

 
＜ポイント＞ 
a.グローバル社会の到来 
b.バイリンガル・バイカルチャー 
C.セルフ・スターター 



（1）必要書類  
 ① 履歴書  
  （学歴、資格など可視化できるものが中心）  
 ② エントリーシート/インターンシップ、ボランティアワーク 活動経歴書  
  （何をしたいか、何ができるか、ポテンシャルを感じさせるものが中心）  
 ③ 英文CV（Resume）/Cover Letter（志望動機書）  

 
（2）事前の準備  
 ① 業界・企業研究  
  （何でこの業界なのか、何でこの企業なのか、その中で自分はどう貢献  
   できるのか）  
 ② 自己分析・他己分析  
  （見た目、話し方、考え方、アイコンタントなどを含む）  
 ③ アルバイト、インターンシップ、ボランティア経験を可視化する  



http://www.gyoukaimap.com/ 



☆営業・販売職 

  営業（新規・ルート・テレマーケティング・ＭＲ・マーチャンダイザー）・販売（店舗） 
 

☆事務・管理系 

  経理・財務・人事・総務・法務・知財・経営企画・ＩＲ・秘書 
 

☆マーケティング・企画・PR 

  マーケティング・販促商品企画・宣伝・ＰＲ（広報） 
 

☆システム・IT 

  システムエンジニア・プログラマー・Ｗｅｂ・組み込み系・社内ＳＥ 
   

☆クリエイティブ系 

  デザイナー・クリエイター 
   

☆その他 

  店舗開発・ロジスティック・貿易事務・バイヤー・商品品質管理・金融関連職 
   

などなど 



（1）サービス業 
 ① 宿泊、レジャー、情報、外食、教育、コンサルタント、旅行など 
 ② 商品（サービス）を購入後、物（形のあるもの）として残らず、消費される 

 
（2）旅行業界 
 ① 総合旅行会社  
  JTB/近畿日本ツーリスト/阪急交通社/日本旅行/農協観光など 
  個人から団体まで、何でも手配する大手旅行会社 
 
 ② 特化型旅行会社 
  アルパインツアーサービス/ゆたか倶楽部/道祖神など 
  ハイキング・トレッキング・クルーズ・アフリカなど専門性のある旅行を 
  手配する比較的中小規模の旅行会社 
 
 ③ 個人向け旅行会社 
  HIS/楽天トラベル/一休など 
  主にインターネットを使用し、航空券・宿泊のみの手配を行う旅行会社 



（1）管理部門 
 経理、財務、経営企画、総務、海外手配、国内手配、仕入、広報、 
 マーケティング、人事、内部統制など 
 

（2）営業部門 
 団体旅行、教育旅行、カウンター、インターネット営業など 
  

（3）企画部門 

 国内旅行、海外旅行、個人旅行、インターネット商品、ウエディング、 

 クルーズ、メディアなど 
  

（4）その他部門 
 コールセンター、お客様相談室、海外支店など 



（1）国内ツアーから海外ツアー 
  まで 
  ホテルや航空券ブライダル 

   商品、クルーズ、スポーツ等 
 

（2）個人から団体まで 
  1名から、修学旅行や視察 

   旅行、研修旅行等の取扱 
 

（3）旅行販売職 
   カウンター店舗 
   団体・教育旅行店舗 
   インターネット部門 
   個人企画・団体企画部門 
   （ルック・旅物語など） 
 
（4）語学力は配属部門により要 
 



（1）海外の山旅がメイン 
  歩くことにこだわった旅、季節 
  の花や自然現象をテーマとする。 
   
 

（2）企画を立て集客し添乗 
  秘境から100名山までハイキング・ 

   トレッキングツアーを主催。 
 

（3）企画販売職 
  某テレビ局の障害者の登山を 
  サポート、体力勝負の側面も。 
 

（4）語学力要 



（1）個人海外旅行がメイン 
  海外格安航空券、ホテルから 
  個人のツアーが中心。 
  海外支店あり。 
 

（2）個人海外旅行発祥 
  スカイマークはグループ、会長 
  の澤田さんはハウステンボスの 
  立て直しにも従事。 
   

（3）店舗販売職 
  店舗にて来店、電話、ネットから 
  の問合せに対応。予約から販売 
  までを行う。 
 
（4）語学力は配属部門により要 
 



（1）なぜ留学経験者を採用するのか ⇒ 企業の業績を上げるため 
①少子高齢化など国内のマーケットが縮小する中、事業拡大のため海外を相手に事業を展開する 

 必要がある 

②積極的に自ら活動することができる（チャレンジ精神） 

③バイリンガル、バイカルチャーとしての活躍を期待 

 

（2）留学経験者の強み 
①国際社会や国際的な環境での交渉、順応、対応力がある 

②自己主張ができる 

③セルフスターターである 

④コミュニケーション能力が高い!? 

 

（3）留学経験者の弱み 
①日本人としての常識やビジネスマナーが希薄 

②日本語の文章力が弱い 

③協調性がない!? 

 

 

  ＜ポイント＞ 
a.企業にとっての顧客は 
b.企業のミッションは 
c.企業の存在理由は 
d.CSとは 
e.ロジカルに語る 

 
*自分の経験から語ること！ 

 



  

1.やりたいことより、できることをアピールする 
 （アルバイト、インターンシップ、ボランティア、サークル、部活などを通じて） 
  

2.国際経験をアピールする 
 （英語や外国語ができるだけではNG） 
  

3.海外から見た日本やアジア、業界や企業について語る 
 （日本車、電化製品、食材など何でも） 
  

4.その企業でどのようなことに貢献できるかをアピールする 
 （具体的な内容を交えながら） 
  

5.定量的に語る、数字を入れ込むことによりイメージをしやすくさせる 
 （たくさん勉強しました ⇒ 朝7時から夜12時まで勉強しました） 
  

6.多様性を持たせる 
 （一つのことに固執しない） 
  

7.PDCAサイクルで語る 
 （例を交えながら） 

 



（1）分かりやすく、伝えやすく、理解しやすく記載する 

 ①箇条書きを取り入れる 

  例）1.2.3.、1.（1）.（2）、1.（1）.①.②.など 

 ②改行やスペースを入れる 

 ③全文を通じて、同じ趣旨で記載する 
  

（2）自己PR 

 ①経験したことを応用して記載する 

 ②自分自身をプレゼンする 

 

（3）共通 

 ①的確に記載する（言いたいことをはっきり伝える） 

 ②企業目線で具体的に記載する 

 
                                   



（1）英語などができるでは響かない 
        
   ①テスト（英語）のスコアー 
   ②海外から見た日本や商品や 
    サービスについて語る   
                              
（2）何に貢献できるかを語る 
 
   ①具体例で語る 
   ②ロジカルに語る 
 
（3）面接は試合と同じ  
   ①事前に作戦を立てて臨む  
   ②事前に対策をして臨む 
 
＊留学を機に、自分を見つめ直し、グローバルな 
 視点から語る！ 

 

＜ポイント＞ 
a.自分の経験を交えて語る 
b.自分の言葉で語る 
C.自分自身をプレゼンする 
d.面接官を選考する 



• 2014年3月卒の学生の就職環境が大きく改善。 
  

 
• 大手企業は採用計画数を増やしても、厳選採用の姿勢を崩さないケースが

多い。即戦力の採用。 
 
 

• 15年３月卒の学生から企業に提出するエントリーシート（ＥＳ）を電子化、書
式を共通にする。これまで会社ごとに書き換えていた手間が省けるため、学
生の負担は大きく減る。来年3月までに主要2000社が採用する見通し（リク
ナビ）。 

• 成績表の提出、「学生が伝えたくないことも記載」 
   「他者評価のため脚色できない」 
   ⇒ 仕事同様長期の成果が可視化（見える）できる。 

 
 
• 1社当たりの応募者が増加し、より具体的な志望動機が 
   必要となる。⇒ 戦略立案が必要 



＊就活でお祈りメール（不採用通知）をもらわないために 
（1） 多くの経験を積む 
       アルバイト・部活サークル・ボランティア・インターンシップなど 
  

（2） 情報の取捨選択 
      ブログやネットの情報を過信しない     
  

（3） 戦略・戦術・作戦を立案する 
       事前にシュミレーション（仮説）をする  
     エントリーして満足しない、ダメな場合は分析する 
  

（4） 自分の言葉で語る 
     人の言葉や受け売りではダメ  
     他人と比べない 
   

（5） 多くの社会人に接する 
       視点、思考方法や考え方、社会のルールを学ぶ 



本日はご拝聴いただきありがとうございました。 



1.大学・大学院留学サポート 
イギリス・アメリカ・オーストラリアの出願情報・願書作成・出願サービス 

 

2.語学留学サポート（チャレンジ型奨学金対象） 
イギリス・アイルランド・アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドへの語学留学 

（1週間～） 

 

3.英語サポート 
IELTS対策講座・アカデミック英語講座・イギリス大学院準備講座（NCUK) 

 

4.イベント 
「夏休み留学セミナー」 2月15日 (土) 13:00-14:30 

 会場：ダヴィンチ新宿5F BEO株式会社 

「大学・大学院留学フェア」 3月29日 (土) 13:00-18:00 

 会場：新宿エルタワー30F サンスカイルーム 

 


