
会社説明会
Company

Briefing Session

・合同企業説明会と個別企業説明会の2種類あります。
There are 2 types of company briefing sessions; joint type and individual type.

・就職情報会社や企業主催で行われます。各企業のウェブサイト等で日程が発表されるので、

情報収集を怠らないようにしてください。
Human resources companies (e.g. Mynavi and Rikunabi) and companies hold sessions. Detailed information is announced 
on the company’s website.  Check it out often.

・九州大学でも行われるので、学生支援サイトや九州大学ホームページで確認してください。
Kyushu university holds some sessions.  For more information, access “Student Services” and Kyushu University website.
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・多くの企業が自社の採用サイトや就職情報サイトでのエントリーを必須としています。
Many companies require pre-entry from their recruiting websites or human resources websites.

・エントリーしないと選考に進めないこともあるので注意しましょう。
In some companies, you cannot apply for a job if you don’t entry.

・主な就職情報サイトはこちらです。
Scan QR code on the right to check Human Resources Websites. 

・企業から指定されたテーマに沿って、自分の考えや自己PRなどを書いて提出するのが
エントリーシート（ES）です。
Companies require Entry Sheet(ES) as a kind of resumes.  You need to write self PR or your vision on ES. 

・ESを通過しなければ次のステップへ進めないので、しっかりと準備をしておきましょう。
ES is the first step in screening, so please make careful preparations to write it.

・九大の履歴書の様式は右のQRコードからダウンロードできます。
Scan QR code on the right to download a resume of KU.

・主な筆記試験はSPI3、適性検査、一般常識、時事問題、語学、小論文、CAB・GABなどです。
応募先企業やwebテスト、テストセンターなどで受験します。
Main paper tests are SPI3, aptitude tests, general knowledge tests, current topics, language, essays and CAB/GAB.  
You will take the examination at the company, the test center and on the web.

・問題集を何度も解いて、速く回答できるようにしましょう。
Keep trying to do the exercise book to answer questions faster.

・大きく分けて3種類あります。①集団面接②グループディスカッション③個人面接
Job interview has 3 types: ①group interview, ②group discussion and ③personal interview.

・一つの企業につき３回以上面接を受けることが多いので、充分に準備、面接の練習を行いましょう。
Almost everyone is interviewed several times per company.  Take your time to prepare for job interviews and 
practice replying.

・内定（内々定）をいただいたら、採用担当者へのお礼の電話や手紙を出すようにしましょう。
Don’t forget to express your appreciation for an unofficial job offer by letter etc.

・複数の会社から内定をいただいた場合は、失礼が無いように速やかに辞退の連絡を入れます。
When you get job offers from several companies, you should decline the offer honestly as soon as possible.

・内定した場合、「留学」の在留資格から就労が可能な在留資格に変更することが必要となります。
右記QRコードより変更方法をご確認ください。
International students who got a job offer are required to change their status from
“ryugaku (College student)” to another that are permitted to work in Japan.  
Please check right QR code to know how to change.

日本での就職活動の進め方
Flow chart of job hunting in Japan

◆学生支援サイト
Student Services

◆九大Web
（全学生）

◆就職情報サイト
Human Resources Websites

◆九大履歴書（様式）
Resume of Kyushu University 

◆在留資格変更
Changing Residence Status
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