インターンシップに参加しよう!

夏の

Let’s apply for an internship in summer at a Japanese company!

メリット｜Benefits
 インターンシップ生を募集している企業に応募し、採択されれば興味のある企業で就業体験ができます。
You can get the opportunity to undertake work experience at the company if you are chosen as an intern.
 例えば、日本人社員との協業やミーティング、課題解決、プレゼンテーション等の経験が得られ、また、ものづくりやビジネス
の現場で、企業文化やビジネス習慣、業務プロセス等を知ることができます。
You can also experience collaboration with Japanese staff, participation in meetings, and giving presentations
and so on during the internship. And you will get to know Japan-specific “business culture, business customs
and operating processes” in manufacturing or business fields.
 インターンシップに参加し実際の職場を見ることは、自身の職業適性や進路選択、自己分析や企業研究等について深く
考える機会となり、就職活動に役立つでしょう。また、志望業界・企業の検討や絞込みの判断基準になり、ES（エントリー
シート）の志望動機や面接での発言に説得力が増します。
The experience of internship is a great opportunity for you to think about occupational aptitude, career choice,
self-analysis, and industry/company research. And having experienced working at a company, you will be able to
understand how to apply for jobs and it will provide you with a baseline to judge which jobs to choose.
是非、就職活動が始まる前の冬季から、積極的にインターンシップに参加してみましょう!
First of all, let’s participate in winter internship before starting job- hunting!

種類 | Types
 ワークショップ型：1日～3日
Workshop Type : 1day ~ 3days
 プロジェクト型：3日～2週間
Project Type: 3days~ 2 weeks
 実務実践型：1週間～1ヶ月
Practical Type: 1 week~1 month
時期：企業によって異なりますが、7月～9月がピー
ク！
The season : Depending on companies. The peak
is from July to September.

保険 | Insurance
学生教育研究災害傷害保険(学研災)付帯賠償
責任保険Aコース、又は同種の保険への加入をお願
いします。
Please apply for insurance for university students.
※日本語サイト

※English Site

情報入手方法は？How to get the information
 企業から九州大学に募集案内が来ます。『学生支援サイト』や
『九大Webサイト』、学部・専攻事務室の掲示板に行って、ご
自身で確かめてください。
特に理工系では専攻事務室や専攻・研究室に個別に募集が
来る場合があります。
Make sure to check Kyudai websites and the offer information
at the department for student support. Because the
information of internships is sent to Kyushu University from
companies directly.
Particularly, in case of science and engineering faculties, such
information is sent to the main office or laboratory office only.

 就職情報サイトなど Job research websites etc
 学生支援サイト インターンシップページ
Student Services – Internships
留学生向けインターンシップ情報
 申し込み時期 Date of application：
毎年4月頃から申込開始。
Applications for the internship start in April.

◆学生支援サイト

参考 References

Student Services

（留学生就職支援）

◆九大Web
（全学生）

Job Hunting Support

学生支援センター Student Support Center ( ITO )
TEL : 092－802－5902 MAIL: q-ssc@jimu.kyushu-u.ac.jp

