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BOSTON CAREER FORUM 2008
Oct. 31 (Fri.) , Nov.1 (Sat.) & 2 (Sun.) 
Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), Boston

LOS ANGELES CAREER FORUM 2008
Sept. 26 (Fri.) & 27 (Sat.)
Renaissance Hollywood Hotel, Los Angeles

The World's Largest Japanese-English Bilingual Job Fair, Providing On-Site Interviews With World-Class Recruiters.
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オリックスはリース業界のパイオニアとして1964年に事業を開始して以来、
常に新しい金融商品・ビジネスを追求してきました。

現在では、法人向けファイナンス、投資銀行業務、不動産ファイナンス、海外事業など、
さまざまな金融分野において多角的な事業展開を行っています。

多様な個性の集合体であること。
それが新しい価値を創造する原動力。

Corporate Data  ■業種／多角的金融サービス業
■事業内容／法人向けファイナンス（リース・割賦・融資等）、

投資銀行業務（M&A・プリンシパルインベストメント・セキュリタイゼーション等）、
海外事業（投資銀行・不動産開発等）、不動産開発及び不動産関連ファイナンス、

生損保商品取扱、金融商品の開発・販売等

当社ブースへのご訪問を希望される方は、キャリアフォーラムネットにて事前のご登録をお願いします。
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jpmorgan.com/careers
JPMorgan is a marketing name of JPMorgan Chase & Co. and its subsidiaries worldwide.  © 2008 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. 

JPMorgan is an equal opportunities employer.

Graduate and Summer Opportunities in Japan

フォーラムにて、弊社ブースでのご面談をご希望の方は、事前にキャリアフォーラムネットへのご
登録をお願いいたします。http://careers.jpmorgan.co.jp/careers/newgrad/

We’re perfectly positioned to make the most of a region on the rise. You could be too. If your interest in the 

financial sector is matched by your understanding of Japan’s culture and language, then a big opportunity is 

yours for the taking. We’ve already been awarded Best Foreign Investment Bank in Japan by FinanceAsia 2008. 

And, the Sony Financial Holdings IPO, for which JPMorgan Japan was the joint lead underwriter, has also been 

awarded by IFR as the Asia Pacific Equity Issue of the Year in 2007. But, with our potential for growth so 

strong, that’s just the beginning. Here, you can achieve your ambitions. This is where you need to be.

More info & free registration at WWW.CAREERFORUM.NET
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日英バイリンガル学生の皆様へ

こんにちは。日英バイリンガルを対象とした就職イベント「キャリアフォーラム」を主催して
おります、ディスコ インターナショナルです。

【キャリアフォーラムは就職活動のスタンダード】
ディスコ インターナショナルでは海外の大学・大学院で学ぶ留学生をはじめとする、
日英バイリンガルと優秀な人材を求める企業の出会いの場としてキャリアフォーラムを
20年以上開催しています。このキャリアフォーラムは1987年にボストンから始まり
ロサンゼルス、東京、ロンドン、ニューヨークへと広がり、今ではバイリンガル学生に
とって欠かすことのできない貴重な就職活動の場となっています。

【就職活動のハンデ】
海外の学生の就職活動には様々なハンデが存在します。学事スケジュール、就職活動
シーズンのズレ、距離、圧倒的に少ない情報量など、決して簡単ではありません。

【250社以上の企業と会う機会】
その様なハンデをプラスに変えて、キャリアの可能性を大きく広げる機会がキャリア
フォーラムにはたくさんあります。この秋に開催されますロサンゼルス・ボストン
キャリアフォーラムには合計で約250社の優良企業が参加を予定しています。海外で学ぶ
皆様を積極採用したいと考えている企業と直接面接できる機会は日本の学生に比べても
非常に有利な点と言えるでしょう。もう一つの特徴としては、日本では一ヶ月以上も
かかる選考プロセスが、キャリアフォーラムではイベント開催中の2、3日の間で行われ、
最終面接まで行われることがあるという点です。そして、約1/4の参加企業はインターン
シップのポジションを募集しているため、卒業が一年以上先の2年生、3年生、修士1年生も、
非常に多く参加するようになったことも最近のキャリアフォーラムの特徴です。

卒業前に内定を取得している先輩留学生の5割以上が、キャリアフォーラムを通して内定先の
企業と出会っています。次は皆さんがチャンスを手にする番です。

ロサンゼルス・ボストンでお会いしましょう!
We look forward to seeing you in Los Angeles and Boston!

DISCO International, Inc.
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「希望」を「現実」にちかづける、
キャリアフォーラムではじめる。

bos-la08_inviDM_ver2.indd   6-7 08.7.7   3:33:05 PM



JOB
SEARCHING
SCHEDULE

6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

大学３年生・
大学院１年生

大学４年生・
大学院２年生
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就職活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　アメリカ・カナダまたは日本で　企業と面接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内定　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日英バイリンガル留学生の就活スケジュール
【2008年下半期】

日本の学生の就職活動は大学３年の秋から始まり、『就職』という言葉を頻繁に耳にするようになりま
す。周りの同級生も友達も一斉に就職モードに切り替わっていくので、就職に関する情報が集まりや
すく、意識もどんどん高まっていきます。しかし留学先で勉学に追われる毎日では、卒業寸前まで『就
職』を実感する機会がなく、友人との情報交換も限られているので、いつ、どう進めていいか分から
ないまま、気がつくと卒業だったという声がよく聞かれます。
ここでは、一般的な日英バイリンガル留学生の就職活動スケジュールをご紹介します。

ロンドンキャリアフォーラム 東京サマーキャリアフォーラム 東京ウィンターキャリアフォーラム

ロサンゼルスキャリア フォーラム
2008年9月26日 (金)・27  日 (土) 　 
Renaissance Hollywood  Hotel 　

ボストンキャリアフォーラム
2008年10月31日 (金)〜11月2日 (日)

Boston Convention & Exhibition Center (BCEC)

就職活動

情報収集、企業・業界研究

インターンシップ選考

冬
卒
業
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日英バイリンガル留学生が海外にいるうちに就職活動をするとなると、様々なハンデ
が存在します。学業スケジュールの違い、就職シーズンのズレ、距離、圧倒的に少な
い情報量 ･･･ 思うように動くことのできないバイリンガルにとって就職活動は簡単で
はありません。

一方で企業も、海外へのマーケット拡大やビジネスの多角化に伴い、国際感覚を身に
つけた優秀な人材を採用したいというニーズが年々高まっています。さらに、少子化
による労働人口の減少により、優秀な人材であれば国内外、国籍を問わず、世界中か
ら集めたいと積極的に採用を行う企業も今までになく増えています。

キャリアフォーラムは、そんなバイリンガル留学生のハンデをプラスにかえてキャリ
アの可能性を大きく広げる場として、また、バイリンガルを積極採用したいと考える
企業ができるだけ多くの人材と効率的に出会える場として存在しています。

これだけ多くの優良企業、そしてバイリン
ガルを積極採用している企業が一堂に介す
就職イベントは、キャリアフォーラムを除
いて他にはありません。中には、海外から
の人材を採用する機会はキャリアフォーラ
ムだけと決めている企業もあります。

学生、企業、双方のニーズをマッチさせ、
20 年以上にわたり、バイリンガルの就職機
会をプロデュースし続ける「キャリアフォー
ラム」。この機会だけは外せません！

なぜキャリアフォーラム？

なぜ
ロサンゼルス

キャリアフォーラム？

なぜ
ボストン

キャリアフォーラム？
なぜ

キャリアフォーラム？

・西海岸最大の日英バイリ

ンガルジョブフェア

･ ボストンより一歩先に企業

と面接が出来るチャンス

・LA で選考の後、次のボス

トンで最終選考の可能性

・世界最大の日英バイリン

ガルジョブフェア

・22 年の歴史ある留学生の

就職活動のスタンダード

・LA での選考の後、ボス

トンで最終面接の可能性

・キャリアフォーラムでしか海

外生を採用しない企業が参加

・日本ではハードルの高い大

手有名企業にもブースへ行

けば会える！

・企業説明会ではなく

面接会！

70%

約 7 割の参加者がキャリアフォーラム

を通して内定獲得、または次の選考へ

つなげている！
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知っておくべきキャリアフォーラム情報

対象者
日本語・英語両方でビジネスを行える語
学力を身につけている日英バイリンガル
の方であれば、新卒のみならず、卒業見
込の学生、大学院生、さらに転職希望者
も対象になります。

参加費用
参加予約、参加とも無料です。

面接　[ 英語・日本語 ]
多くの企業は日本語での面接になります
が、企業によっては英語か日本語の選択
が可能な事もあります。また、英語のみ
で面接を行う企業もあります。　

履歴書
英語の履歴書は必ず持参しましょう。日
本語の履歴書については、必須ではあり
ませんが、企業によっては提出を求める
事もあります。英語・日本語の両方の履
歴書を準備されることをお勧めします。

インターンシップ
昨年参加した 4 分の 1 の企業はインター
ンシップの募集を行っていました。イン
ターンシップを希望されてる方は CFN
上の各企業求人情報内でインターンシッ
プ募集有無・詳細が確認できますので、
ご覧ください。

参加企業
昨年のロサンゼルス・ボストンキャリア
フォーラムの参加企業は、なんと約 250
社！今年の参加企業リストは、企業情報、
求人情報と共に CFN (CareerForum.Net)
上の各キャリアフォーラムページでご覧
いただけます。

ロサンゼルス・ボストンキャリアフォー
ラムの違い
ボストンキャリアフォーラムと比べ、参
加企業数が少なめのロサンゼルスキャリ
アフォーラムでは、規模が小さい分、よ
りパーソナルでじっくりと企業と話がで
きることがメリットです。なんとなく精
神的に圧倒されてしまうボストンキャリ
アフォーラムと違い、冷静に企業との相
性や自分自身の方向性を見つめることが
出来ます。

トラベルスカラシップ
トラベルスカラシップは、選ばれた参加
者に支給される交通費補填制度です。毎
年、全米、カナダ、ヨーロッパや日本か
ら、この制度を利用し、多くの方々がキャ
リアフォーラムに参加しています。
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企業から返事が来て
面接のアポイントを取る

企業から返事が来ない
注 : 返事がなくても不合格ではない！

CareerForum.Net (CFN) に登録

ロサンゼルス・ボストンキャリアフォーラムへ参加予約

メールマガジン「CFN ¦ PRESS」( 毎週木曜日配信 ) を購読

オンライン事前応募

CFN レジュメを作成

オンラインセミナーに参加（毎月開催）

参加企業リストをチェック ( 各企業が参加確定次第順次掲載 )

当日面接 当日はブース訪問でアプローチ

LOS ANGELES CAREER FORUM 2008 Sept. 26 (Fri.) & 27 (Sat.) / BOSTON CAREER FORUM 2008 Oct. 31 (Fri.) , Nov.1 (Sat.) & 2 (Sun.) More info & free registration at WWW.CAREERFORUM.NET
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キャリアフォーラム当日までのステップ

キャリアフォーラムは、海外での就職活動
が難しい日英バイリンガルの方を対象にし
ているため、限られた時間の中で選考がか
なり進むケースが多くあります。そのため、

「合同企業説明会」というよりは「面接選考
会」という色合いが濃い就職イベントであ
り、キャリアフォーラム開催前から参加者
と企業のコミュニケーションが非常に重要
なものになってきています。
事前準備は十分に行い、キャリアフォーラ
ム当日を最大限に活かしましょう。
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キャリアフォーラム参加者の声 これからキャリアフォーラムに参加される方へ、経験者からのアドバイス

キャリアフォーラムは就職先
を確保するために必要、かつ
最適なものだけではなく、日
本における「就職活動」のま
まならない留学生であった私
にとって、効率的に様々な業
種の企業を肌で感じることの

できる絶好の機会でした。短時間で結果が決まる選
考日程もさることながら、日系あるいは外資系の大
手企業が一同に会するこの機会は、その結果にかか
わらず極めて高い充実感を与えてくれました。また、
CareerForum.Net を通じて、様々なアドバイスな
どを戴き、「就職活動」における疑問だけではなく、
どのような心構えをもって選考に臨むべきかなど方
向性を考えるためのヒントを与えて戴いたことをあ
りがたく思っています。可能性あるいは選択肢を狭
くせずに、楽観的にどっしりと構えることの大切さ
をロサンゼルス、ボストンキャリアフォーラムを通
じて認識できたと思います。

渡邊進二
SUNY, Stony Brook

BA in International Law, Dec. 2007

日本での就職活動のための情
報量が少ない留学生にとって
ボストンキャリアフォーラム
は最適な就職活動の場です。
最終面接まで進む、あるいは
内定を獲得するなど、このイ
ベントを有意義なものとする

ためには事前の準備が重要となります。まず、私は
就職活動本番の一年前にボストンキャリアフォーラ
ムに参加することで、会場の圧倒的な広さ、スーツ
学生の独特な雰囲気や企業が留学生に何を求めてい
るかを知ることができました。この経験が翌年のボ
ストンキャリアフォーラムでの計画を立てるにあた
り、非常に役立ち本番では気持ちに余裕を持って臨
むことができました。7 月頃から CFN を通して興
味のある企業に事前応募することで志望動機や自己
PR の準備を十分にすることができ、また早い時期
に応募したことでイベントの事前に応募した企業と
電話面接を行う機会をいただくことができました。
イベント当日は予約していた 8 社の企業と面接を
行い、その合間に効率よく各社の説明会を回ること
を心がけました。結果的にイベント最終日にある企
業から内定をいただくことができたのも事前の準備
からボストンキャリアフォーラムを有効に利用でき
たからだと思います。

京野有里子
New York University

MA in International Relations, May 2008

数日間で充実した結果を得ら
れるジョブフェア、それが
キャリアフォーラム。初めて
行ったフォーラムには履歴書
も持っていかなかったのに企
業ブースに立ち寄ると、企業
の方は笑顔で会社の事業内容

などを親切に説明してくれました。面接でもないの
に緊張していたのが一瞬でほぐれ、その後はイベ
ント 1、２ヶ月前から企業研究・面接練習を繰り返
し、ボストン・東京キャリアフォーラムなどに参加
することで現在選考中の企業に出会える事ができま
した。キャリアフォーラムという留学生にとっては
願ってもない各企業との面接チャンスを前にして、
僕が一番大事にしているのは「行動する事」と「考
える事」をバランスよくこなしていくことです。就
職活動を始めたときは一人で考えすぎてしまい、自
分の意見がうまくまとまらず、イライラしてしまう
こともありましたが、周りの信用できる人やリソー
スに助けを求め、そしてまた独りで考える時間を割
いて方向性を見つけ出していく中で、あいまいだっ
た考えが自然と形になりました。また勉強・就職活
動・部活動・遊びのバランスを保つのは簡単ではな
いので、ある程度リラックスするときはして、物事
をポジティブに捉えていくのがいいのではないかと
最近では思っています。

唐橋宗三
CUNY, John Jay College of Criminal Justice

BA in Forensic Psychology, Dec. 2008

MBA 留学は学業と併せて卒業
後のキャリア形成と向き合う
機会でもあります。一年目は
サマーインターン獲得。そし
て二年目は卒業後の進路決定
です。振り返ると、これらの
就職活動に際して、ボストン

キャリアフォーラムは最も有意義な機会でした。そ
れは、参加企業側にとっては日米バイリンガルの即
戦力を採用するために最適な場であり、また、参
加学生側にとっては業種、職種、日系か外資系か、
ひいては、日本で働くのか、米国で働くのか、と
いった多様なオプションを得る可能性を秘めた場で
あったからだと思います。自身の経験を踏まえる
と、幸いにもこういったジョブフェアに出会うこと
ができ、サマーインターンにおいては Amazon と
Citibank の二社異業種での経験を積むことができ
ました。またフルタイムにおいてはその両社からオ
ファーをいただくとともに、兼ねてから思い描いて
いた米国での就業という夢を Northwest Airline か
らのオファーによって叶えることができました。自
分なりに満足出来る就職活動、キャリアの再出発
を切ることができたのも一重にボストンキャリア
フォーラムとの出会いがあったからだと思います。

村田照彦
Indiana University, Kelley School of Business

MBA Class of 2008
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アーク　アール ビー エス（ロイヤルバンク・オブ・スコットランド）　アーンス ト・アンド・ヤング（新日本監査法人）　アーンスト・アンド・ヤング　アーン
ストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス　IHI　アイエ ヌジー生命保険　アイ・エム・エス・ジャパン　あおぞら銀行　アクサ生命保険
アクセンチュア　アクティス　旭化成グループ　ABERCROMBIE & FITCH　ア ビームコンサルティング　アプライド マテリアルズ ジャパン　アマゾン ジャパン
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP　アメリカン・エキスプレス・インター ナショナル , インク　アライアンス・バーンスタイン　アルバック　アルファネッ
ト　ESRI ジャパン　EMC ジャパン　イオングループ　イケア・ジャパン　伊藤 忠商事　伊藤忠テクノソリューションズ　インテル　ASML ジャパン　AMB プロ
パティ ジャパン インク　エスアールエル　SMK　NEC （日本電気）　NEC シス テムテクノロジー　NTT ドコモ　MFS インベストメント・マネジメント　L.E.K. 
/ ACUMEN JAPAN, L.L.C.　大塚商会　大塚製薬　オーネスト　オリエンタル モーター　オリックス　花王　格付投資情報センター　カネカ　カネボウ化粧品
監査法人トーマツ　エンタープライズ リスク サービス　キャピタルグループカ ンパニーズ　クボタ　クレディ・スイス証券　グロービス　KYB （カヤバ工業）
KPMG LLP　KPMG ビジネスアシュアランス　小糸製作所　コーチ・ジャパン 　コーニング　ゴールドマン・サックス　国際協力銀行　国際金融公社　コマツ
コムテック　CONTINENTAL AUTOMOTIVE　コントロール・ソリューション ズ・インターナショナル　サーチファーム・ジャパン　サノフィ・アベンティス
サンスターグループ　サンディスク　GE　ZS アソシエイツ　GCA ホールディン グス　JSR　JP モルガン　JANE STREET CAPITAL, LLC.　シティバンク銀行
シミック　シャープ　情報技術開発　ジョンソン・エンド・ジョンソン　新キャ タピラー三菱　新生銀行　新日鉄ソリューションズ　新日本科学　新日本監査法人
スパークス・グループ　住友金属鉱山　住友商事　住友信託銀行　住友電工　住友 電装　ゼビオ　SENKO グループ　双日　ソシエテジェネラル証券会社　ソニー
ソニー・コンピュータエンタテインメント　ソフトバンクグループ　ダイキン 工業　太陽工業　大洋パシフィックパートナーズ　大和証券 SMBC　ダイフク
武田薬品工業　タタコンサルタンシーサービシズジャパン　DUFF & PHELPS, LLP　帝人　ディスコ　ディスコ　デロイト & トウシュ米国 LLP　日系企業サー
ビスグループ　デロイト トウシュ トーマツ - 監査法人トーマツ　デロイト トウ シュ トーマツ - 税理士法人トーマツ　デロイト トウシュ トーマツ - トーマツ コ
ンサルティング　電通　ドイツ銀行グループ　東京エレクトロン　東京海上日動 火災保険　東京スター銀行　東芝　東芝テック　東陽　TRUE WORLD FOODS
東レ　トランスコスモス　NISHIMOTO TRADING　日揮　日興コーディアル 証券　日興シティグループ証券　日鉄日立システムエンジニアリング　ニッパ
ツ（日本発条）　ニトリ　日本イーライリリー　日本 AE パワーシステムズ　日本 オラクル　日本銀行　日本財団　日本ストライカー　日本政策投資銀行　日本た
ばこ産業（JT）　日本ナショナルインスツルメンツ　日本メドトロニック　日本 ユニシス　日本ロレアル　農林中央金庫　ノースウエスト航空　ノベラスシステ
ムズ　野村アセットマネジメント　野村證券　バークレイズ・キャピタル　ハー トフォード生命保険　バイエル薬品　博報堂 / 博報堂 DY メディアパートナーズ
パレクセル・インターナショナル　バンクオブアメリカ証券会社　BNP パリバ証券 会社　ピーシーエー・アセット・マネジメント　日立化成工業　日立建機　日立コ
ミュニケーションテクロノジー　日立システムアンドサービス　日立製作所　日立 電線　ヒルトン グランド バケーション クラブ　フィデリティ・インベストメンツ
フィリップ モリス ジャパン　フジキン　富士通　富士通ソーシアルサイエ ンスラボラトリ　フューチャーアーキテクト　プライスウォーターハウス
クーパース　ブラックロック・ジャパン　プラン・ドゥ・シー　ブリティッ シュ・アメリカン・タバコ・ジャパン　フルキャストテクノロジー　プロ
ティビティ　ジャパン　ベアー ･ スターンズ　ベイン・アンド・カンパニー 　ベインキャピタル・アジア・LLC　ベリングポイント　ボストン コンサル
テ ィ ン グ グ ル ー プ　 ボ ッ シ ュ　HOTTA LIESENBERG SAITO & CO.　 本 田 技 研 工 業　MERCK & CO., INC., WHITEHOUSE STATION, N.J., U.S.A.
マイクロソフト　マクニカ　マッコーリー　松下電器産業　松下電工　マ ネックス証券　ミクシィ　みずほコーポレート銀行　みずほ証券　三井住
友 銀 行　 三 井 物 産　 三 井 不 動 産　 三 菱 化 学　 三 菱 重 工 業　 三 菱 商 事　 三 菱 電 機　 三 菱 東 京 UFJ 銀 行　 三 菱 UFJ 証 券　 三 菱 UFJ 信 託 銀 行　 メ リ ル
リ ン チ 日 本 証 券　MELTWATER NEWS　 森 精 機 製 作 所　 モ ル ガ ン・ ス タ ン レ ー 証 券　YOUNG & RUBICAM BRANDS　UBS 証 券 会 社　 横 河 電 機
楽 天　 リ ー マ ン・ ブ ラ ザ ー ズ 証 券 会 社　 リ コ ー 販 売　 リ ン テ ッ ク　 レ ッ ドフォックス　ロバートハーフ・ジャパン　ワークスアプリケーションズ
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バークレイズ・キャピタルは、1.2 兆ポンドを超える総資産を有するバークレイズ銀行の投資銀行部門として、
世界 29 カ国以上で 1 万 6200 名以上の社員が活躍しています。社員一人ひとりを尊重する能力主義と、そ
の能力を最大限に活かすためのチームワークを重視する企業文化。スピード感溢れるチャレンジングな環境
の下、将来一流のプロフェッショナルになるという高いモチベーションを持った皆さんのご応募をお待ちし
ています。バークレイズ・キャピタルはあなたの将来に投資します。キャリアフォーラムでお会いしましょう！

三菱東京ＵＦＪ銀行は、全員が自分の仕事に対する強いこだわりや高い志を持ったプロの集団でありたいと
考えております。変化の激しい金融業界においては、今日受け入れられたソリューションが、明日も通用す
るとは限りません。お客さまのニーズも絶えず変化しています。どんな状況であろうと、お客さまのニーズ
に応えることができるのが、真のプロ。プロをめざすフィールドがここにあります。旺盛なバイタリティと
国際感覚、強い向上心を持った皆さんとボストンでお会いできる事を楽しみにしております。

テレビを取り巻く環境は、メディアのデジタル化や異業種の参入等によってここ数年大きく変貌しています
が、技術がどんなに進歩しても、テレビの原点は番組つまりコンテンツです。フジテレビでは優れたコンテ
ンツを活用して、映画やイベント、権利ビジネス等、テレビの枠を超えてジャンルを問わず取り組み、それ
らを連動させて大きなムーブメントを巻き起こそうとしています。
様々なメディアを活かして、フジテレビの秘める限りない可能性を私たちとともに広げてくれる、そんな皆
さんと、ボストンでお会いできるのを楽しみにしています。

創業９０周年を迎える松下電器産業株式会社は、今年１０月に社名をパナソニック株式会社に変更し、経営の
舵を大きくグロ－バルに打って出ます。そのインフラを支えるのは多様なバックグランウンドを持ち、エネ
ルギッシュに燃え、創造性に溢れた人材です。様々な教育、文化、経験を持つ人材が、互いに入り交じり知
恵の輪ができ、イノベーションが生まれます。これからのパナソニック株式会社のグローバル事業を共に築
き上げていきましょう！

KPMG: A great place to build a career
米国 KPMG のジャパニーズ・プラクティスでは、実力・将来性のある人材を育てて来た実績があり、各
自の実力を発揮できる組織です。また、KPMG の世界にまたがるネットワークを利用した "GO(Global 
Opportunities)" プログラムを通して、世界を舞台に羽ばたき活躍するチャンスを広げることができます。
目的意識、目的を相手に効果的に伝えるコミューニケイション・スキル、常に学ぼうとする姿勢、柔軟性等
を兼ね備えた学生の方、そして今まで培ってきた経験等を生かせる経験者を募集しています。

With over 520 offices in the world, Young & Rubicam Brands provides a unique opportunity for 
those seeking careers with a global communications company. With clients like Microsoft, Colgate, 
Ford Motor Company, Danone, Altria and Accenture, you will be working with some of the premier 
marketers in the world. We look forward to meeting with and seeing you at both the Los Angeles 
and Boston Career Forums.

企業からのメッセージ

バークレイズ・キャピタル 三菱東京 UFJ 銀行

フジテレビジョン

YOUNG & RUBICAM BRANDSKPMG LLP

松下電器産業（2008年10月1日よりパナソニック株式会社へ社名変更）

ロサンゼルス / ボストンキャリアフォーラム 2008 参加予定企業より皆様へ
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2008 年人気企業ランキング調査

は、9 月中旬に CFN メンバーの

方に E-mail にてご案内いたしま

す。今年はあなたもぜひご参加

ください。調査結果は、ボスト

ンキャリアフォーラム開催時期

直前に日本経済新聞紙上及びボ

ストンキャリアフォーラム会場

内でお知らせする予定です。

2007 2006 企業名 獲得数
1 2 Goldman Sachs 56
2 3 ソニー 50
3 11 Ernst & Young 44
4 4 トヨタ自動車 42
5 14 Deloitte Touche Tohmatsu 41
6 18 本田技研工業 40
7 6 松下電器産業 31
8 – 伊藤忠商事 29
8 5 博報堂 29

10 17 三菱商事 28
11 21 Microsoft 25
11 1 電通 25
13 9 Morgan Stanley 23
14 6 KPMG 22
15 – 住友商事 21
15 13 三井物産 21
17 22 Deutsche Bank 18
18 – The Boston Consulting Group 17
18 – IBM 17
20 20 GE 16
20 8 JPMorgan 16
20 12 PricewaterhouseCoopers 16
20 15 Johnson & Johnson 16
24 22 Accenture 15
24 – Citibank 15
24 22 Merrill Lynch 15
27 – Bain & Company 14
28 25 McKinsey & Company 13
28 29 富士通 13

ディスコ　インターナショナルでは毎年、就職意識

が高まるボストンキャリアフォーラムの開催時期に

合わせて、北米で学ぶ留学生の方を対象に人気企業

ランキング調査及び就職意識調査を実施しています。

北米で学ぶバイリンガル学生が選ぶ
人気企業ランキングTOP 30
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