
九州大学留学生のための

就職活動講座
JOB SEEKING COURSE for International Students

平成３０年度

問合せ：留学生センター / International Student Center(Career Support)
TEL：092-802-5902   E-mail：q-ssc@jimu.kyushu-u.ac.jp

学生支援サイト
https://career.kyushu-u.ac.jp/staticPage/view/125

対 象 / Eligibility 言 語 / Language
主に2019年9月及び2020年3月卒業・修了予定
外国人留学生 (Mainly, international students graduating in 
Sep. 2019 or Mar. 2020)

日本語 / Japanese
(No English support）

申 込 / Registration   ✉q-ssc@jimu.kyushu-u.ac.jp
参加希望者は①氏名②学生番号③日本語能力④メールアドレス⑤受講キャンパスを明記し、
件名に「就職活動講座申込」と記入の上、メールにてお申し込みください。
To attend, please register by sending the following details by email.
Please put “Job seeking course” in the subject line.
①Name ②Student Number ③Japanese language proficiency
④E-mail ⑤Campus name you will attend

詳細はこちら
For more details

※なお、この講座は2020年4月に日本企業へ入社（就職）を希望する九州大学外国人留学生を対象に、留学生センターが開催する「留学生就
職活動講座」の第1講となります。
※次回以降の予告は裏面/次ページをご覧ください。
※This class is the first class of “Job Seeking Course for International Students” held by International Student Center.
※Please see the next page for schedule of the whole course.

伊都キャンパス / Ito Campus 箱崎キャンパス / Hakozaki Campus

日時 / 
Date

5月28日(月) 18:30-20:30
28th, May (Mon)

5月30日(水) 18:00-20:00
30th, May (Wed)

場所 / 
Venue

センター2号館2409教室
2409, Center Zone ２

箱崎理系地区
21世紀交流プラザ２F 講義室A
Lecture Room A, 21st Century Plaza ２F,
Hakozaki Science Campus

応 募
エントリーシートの提出

選 考
面接がある企業も！

インターンシップ
企業での就業体験等期間
（２週間～３週間など）

何を聞かれる？

自己PRや志望動機は？

日本語能力は必要？

まずは、この講座で日本のインターンシップ事情を学ぼう！
At the beginning, let’s learn about internships in Japan!

夏期インターンシップエントリー準備

～企業研究入門セミナー～
夏期インターンシップ参加は、採用の近道！

～就活の要、インターンシップの選考ポイントを理解しよう～

情報収集の方法は？

※箱崎キャンパス、伊都キャンパスともに同じ内容です。
※Same contents

Entry to Summer Internship at Japanese Company and How to Research Companies

８月、9月

5月頃～

第1講

2018年５月

業界・企業研究の方法は？



留学生のための就職活動講座
JOB SEEKING COURSE for International Students

平成３０年度（2018年7月～2019年3月予定）

問合せ：留学生センター / International Student Center(Career Support)
TEL：092-802-5902   E-mail：q-ssc@jimu.kyushu-u.ac.jp

学生支援サイト
https://career.kyushu-u.ac.jp/staticPage/view/125

模擬面接 / Mock interviewsディスカッション / Discussion講義 / Lecture

皆さんの就職活動をバックアップする内容
-日本企業の採用スケジュールと就職活動のステップ！
-業界・企業研究や、企業アプローチの方法！
-エントリーシートの書き方から筆記試験対策、面接対策、内定獲得まで！

Contents that help your Job Seeking.
-Schedule of Japanese company’s recruitment and the process
-How to research Japanese industry and companies, and approach to companies.
-Tips for writing entry sheets, doing well on paper tests and interview.

事前登録制
Pre-registration 

required

申込 / Registration   ✉q-ssc@jimu.kyushu-u.ac.jp
参加希望者は①氏名②学生番号③日本語能力④メールアドレス⑤受講キャンパスを明記し、
件名に「就職活動講座申込」と記入の上、各回メールにてお申し込みください。
To attend, please register by sending the following details by email.
Please put “Job seeking course” in the subject line.
①Name ②Student Number ③Japanese language proficiency
④E-mail ⑤Campus name you will attend

詳細はこちら
For more details

今後の予定 / Schedule of this course
※この予定は2018年5月段階のもので、変更の可能性があります。最新の情報はWEBサイト等でお知らせいたします。

※Subject to change. Most up-to-date info can be found on our website below. (URL or QR)

テーマ / Theme 内容 / Contents

2講 ７/25
8/8

就活準備！ ～Start up～
Preparation of Job Seeking

スケジュール,就職事例,企業情報, 志望動機形成等
Recruitment schedule, examples, company information, 

making desires clear to apply to company etc.

3講 10/10 自己分析・自己ＰＲのポイントを知ろう！
Self Analysis and Self Promotion

自己分析と自己ＰＲ対策（自分の強味を知り、表現する）等
Find your strength then how to express, etc.

4講 10/24 業界研究・企業研究のポイントを知ろう！
Research : Business Field and Company

業界・企業研究実践方法（情報収集と選択、経済誌活用等）
How to research; collecting and choosing information, how to 

use economic magazines and so on.

5講 11/7
仕事研究とエントリーシート作成のポイントを

理解しよう！
Business Research and Entry Sheets

求められる能力理解,事例研究,自己PR,ESへの繋がり
Expected skills, case study, self-analysis, entry sheets, etc.

6講 11/21 筆記試験対策とディスカッション対策をしよう！Paper Tests and Discussion

・１分で１問を解くコツ。過去の問題を解く。
・面接の種類や答え方。GDを体感し、評価されるポイントを理解。

Tips for answering one question in one minute by past exams.  
Experience GD and understand the point estimated. 

7講 12/4 グループ面接・個人面接対策をしよう！
Group / Individual Interviews

面接、コンピテンシー面接体験。企業の人事目線理解。
Practice interviews and competency interviews. 

Understand personnel’s evaluation.

8講 3/7 内定獲得セミナー
For Getting Job Offers

2講～7講総復習, JOB FAIR・就職活動始動。
Revision. Last minute tips before visiting company booths in 

JOB FAIR etc.

担当講師
グローバルHRラボ
宮本 嘉典 氏
Lecturer
Yoshinori Miyamoto
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