
                                     

                                       

                                   

平成 30 年度 FAIS 留学生就職支援プログラム受講生募集要項 

2018 FAIS Job Hunting Program for the International Students 

 

■ 募集人数:: 20 名程度 ( 北九大、九工大、早稲田大学 ) 

 Capacity：about 20 students（The University of Kitakyushu, Kyutech, IPS） 

  ※ including one or two non-kanji countries students. 

■ 開講期間 ：平成 30 年６月１日（金）～平成 31 年３月３1 日（日） 

Period of course： Jun 1st, 2018～ March 31st 2019 

■ 応募条件  

・原則として修士課程に在籍する留学生（平成 29 年秋入学、平成 30 年春入学の者） 

・漢字圏の学生は日本語能力試験（JLPT）N２以上の者 

・非漢字圏の学生は日本語の授業が聞き取れること 

・日本企業に就職を希望する者 

・プログラムを全て受講できること 

    ※出席率７０％以下、無断遅刻・欠席の多い学生は期間途中でも受講をお断りする 

場合があります。 

■ Application Conditions 

・Master course students.(entrance year: Sept/Oct 2017 or Apr 2018) 

・Kanji countries students are required to have JLPT N2 at least. 

   ・Non-Kanji countries students are required to be catch the lecture  

in Japanese. 

・Students who want to get a job in Japanese company 

・Basically the students can take all of lectures.    

 ※ Students may be refused to attend the class when they often attend late 

for class or don’t attend the class without permission. 

■ 受講料：無料    Tuition Fee： FREE 

■ プログラム内容は裏面にあります。 Program contents is on the reverse side 

■ 応募方法: 裏面の申込用紙に必要事項を記入の上で各大学までお申込みください。 

How to apply: Please fill in the application form of the reverse side,  

and apply to the university  

☆申込期限/Deadline for application:    月(month)  日(date)（  ）  

 ≪お申込み、お問い合わせ先/ Contact information≫ 

 

 

 

 

（各大学にて連絡先をご記入下さい） 



 

                                   

■ プログラム内容/Program Contents  ※１lesson is 90 minutes 

【就活日本語講座】 Japanese language for job hunting 

 日本企業の就職戦線で成功するために必要な日本語能力の育成と就職後に企業で 

 通用する日本語コミュニケーション能力を身に付ける。 

 ◇週 2 コマ（期間中４３コマ程度） / about 43 lessons/term  

 

【日本ビジネス講座】Japanese Business  

 「日本の企業風土」「日本的経営の特質」「日本企業と会計・財務分析」など 

 日本企業で就職をするために必要な基礎知識を学ぶ。 

 ◇後期に３日間、1 日 2 コマ/  6 lessons/term 

 

【就職支援講座】Support for job hunting in Japan 

・就活セミナー  4 回  Japanese way of job hunting  4 lessons/term 
    日本の就活の流れ、就活ナビ活用方法と情報収集、自己分析、企業分析、 

履歴書・エントリーシートの書き方、身だしなみ・マナー、面接対策等 
   ・模擬面接セミナー １回 Practoce for some types of interview  1lesson 
    個別面接、集団面接、グループディスカッションの実践形式での訓練 
   ・就活カウンセリング  Private or group counseling for job hunting 
    セミナー講師による個人面談 
   ・就活向けのメイクアップ講座 Make up for job hunting (only women) 
    女子学生のみ （受講生が 5 名未満は開講しないことがあります） 

 
 
 
                                       

■ H30 年度 就職支援プログラム申込用紙 / Application form 2018 

氏名

name 

フリガナ  

漢字  

アルファベット 

Name in English 
 

性 別/Gender  
□男性/male 

□女/female 

国 籍 

country 
 

入学年度/enter year & month       年  月 
研究室

Lab 
       研究室 

日本語能力試験 

（ＪＬＰＴ） 

合格したレベル 

passed level 
N（     ）合格/Passed 

メールアドレス/Email address  

携帯番号/mobile-phone  

 


