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Language 名称 / Name 日程等 / Date 概要等 / Outline ポスター
/Poster

・留学生センターに届いた留学生向けのインターンシップ情報を一覧に掲載しています。
・グローバル思考の日本人学生向けのものもあります。
・その他の情報については九州大学WEBサイト「就職・キャリア支援＞留学生のための就職支援」
　（http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/employment/foreign）をご覧ください。

インターンシップ情報一覧 / Internship List

■実施期間/Duration
約4週間 About 4weeks

■募集期間/Web Entry
7/24～9/21
24 July-21 Sep

■実施場所/Place
福岡市
Fukuoka city

https://www.kisotsu-fukuoka.com/

詳細は上記ウェブサイトを参照
For more details of this internship, check the website above

■対象
①2018 年3月に福岡市内の大学・大学院を卒業し，在留資格を「特定活動」に変更し
て就職活動を継続している外国人既卒留学生
②2018 年9月に福岡市内の大学・大学院を卒業予定で、2018 年10月以降も在留資格
を「特定活動」に変更して就職活動を継続する外国人留学生

■問い合わせ
株式会社ナシック・アイ・サポート
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通4-10-10 紙与天神ビル6F
092-736-0551
E-mail info-fko@nasic-is.co.jp

■実施期間/Duration
9月12日(水)～9月16日(日)の5日間

■募集期間/Deadline
1次応募締切　7月12日
1st deadline 12th Jul
2次応募締切　7月31日
2nd deadline 31st Jul

■実施場所/Place
千葉県幕張本社　周辺
Around Headquaters in Makuhari, Chiba

http://www.aeon.info/recruit/

詳細は上記ウェブサイトを参照
For more details of this internship, check the website above

参加希望の外国人留学生の方は、
参加可否については直接企業にご確認ください。
For International students who want to join this internship,
please ask the company whether you can join or not

■実施期間/Period
9月以降から少なくとも3ヶ月
Starting from September onwards
(although we are hiring all year round)
for at least 3 months

■募集期間/Deadline
8月30日
30 August 2018

■場所/Place
マレーシア,クアラルンプール
Kuala Lumpur, Malaysia

http://www.mecreativestudio.com

詳細は上記ウェブサイトを参照
For more details of this internship, check the website above

■対象/Eligibility
学部生・大学院生可
Both undergraduate/graduate students

国籍/Nationality
英語堪能な日本人もしくは欧米出身者
Either Japanese (given that they speak satisfactory English) or Europeans, Americans

■支給/Expenses
食事代程度
Allowance of 500 RM (sufficient for food expenses)

■問い合わせ/Contact details
Ana Mouratidou
Strategic Partnership Lead and Marcus Toy,CEO
Marcustoy@mecreativestudio.com

■対象
工学部/工学研究科
Engineering department

■応募方法
メールでCVを送付してください。
Please send your application and CV by email.

■問い合わせ
三菱ふそうトラック・バス株式会社 http://www.mitsubishi-fuso.com

パワートレーンサプライヤーマネージメント部
Contact in Supplier Management:

部長　上田　純也　Junya Ueda (Senior Manager)
044-331-3522　(junya.ueda@daimler.com)

マネージャー　西野　亮　Ryo Nishino (Manager)
044-331-2446　(ryo.nishino@daimler.com)

三菱ふそうトラック・バス株式会社
生産本部サプライヤーマネージメント
部
Supplier Management
Daimler Trucks Asia -
Mitsubishi Fuso Trucks and
Bus Cooperation

■実施期間
希望により2ヶ月から6ヶ月間
Duration of internship is from two
months until 6 months.

■募集期間
随時受付
continuously possible to apply

留学生等外国人向けインターンシップ5

■実施期間/Internship Period
2018年7月～2019年2月 5日間程度
approx. 5days in Jul 2018 - Feb 2019

■実施場所/Place
企業による Depending on the company

https://r-hataraku.jp/students/internship/

内容・日程・場所などのインターンシップについての情報は各自上記ウェブサイトからご確認くだ
さい
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福岡市
外国人既卒留学生のための
就職直結型インターンシップ
Paid Internship connected to
employment for just
graduated international
students

2 英語
ENGLISH ME Creative Studio
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6 福岡新卒応援ハローワーク
留学生インターンシップ

■実施時期
8 月中旬～9 月上旬（受け入れ企業により異なり
ます）

■実施企業
(株)富士通九州システムズ、
(株)三好不動産、(株)ふくや、
特定非営利法人九州コミュニティー研究所（福岡
市
ＮＰＯ・ボランティア交流センターあすみん）、
西部ガス(株)

※今後の最新情報は福岡新卒応援ハローワーク
ホームページで随時更新

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-young/

■対象者/Eligibility
卒業年次前の外国人留学生（希望者多数の場合は、学部3年生、
修士1年生を優先します）

■問い合わせ
福岡新卒応援ハローワーク
〒810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス12階
092-714-1556 email fukuoka@gakusei-40.jp

7 鹿児島商工会議所
留学生インターンシップ

■受け入れ期間：通年
（受入企業ごとに、実施期間が異なります。）

■募集期間：通年
※全学年対象としますが、
　 日本語で日常的な会話が可能な方。

■実施場所：受け入れ事業所による

http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=11027

鹿児島商工会議所　会員サービス部　担当：下迫
TEL (099)225-9523
E-mail : student-meet-company@sirius.ocn.ne.jp

8 エムスタイルジャパン株式会社

■実施期間
１ヶ月～
■募集期間
随時募集
■勤務地
地下鉄天神駅から徒歩５分

中国人留学生インターンシップ

【応募資格】
　・中国語への翻訳ができる方（英語もできる方優遇）
　・やる気がある方
　・マーケティングを学びたい方
　・美容やコスメに興味のある方

【募集定員】
　１～２名

【応募方法】
　お電話orメールで

【問い合わせ】（担当／瀬川・岩永）
TEL: 092-201-1944
E-MAIL: info@bi-su.jp
www.bi-su.jp/

 
 

       

    

1.研究・開発現場の職場体験インターンシップ
2.外国人の転職・就業サポートインターンシップ
3.マーケティング・情報収集・WEB製作インターン
シップ
4.東北支援のイベントの企画インターンシップ
5.農業イベントの企画・運営インターンシップ

さい。

Check the website to find out each internship info as contents, dates,
places etc.
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