
 

＜English below＞ 

 

 

 

 

日時： 

① 5 月 9 日（水） 

(ﾀｰﾑ 1) 13:00～14：00 

(ﾀｰﾑ 2) 14:20～15：20 

(ﾀｰﾑ 3) 15:40～16：40 

② 5 月 10 日（木） 

(ﾀｰﾑ 1) 18:00～19：00 

(ﾀｰﾑ 2) 19:20～20：20 

③ 5 月 11 日（金） 

(ﾀｰﾑ 1) 18:00～19：00 

(ﾀｰﾑ 2) 19:20～20：20 

④ 5 月 16 日（水） 

(ﾀｰﾑ 1) 13:00～14：00 

(ﾀｰﾑ 2) 14:20～15：20 

(ﾀｰﾑ 3) 15:40～16：40 

コース： 

◆「日本国内就職」、「母国就職・海外就職」、「大学院進学」、「インターンシップ」、「自己分析・業界研究」、

「筆記試験対策」、「日本国内公務員」を複数の教室で同時に実施いたします。「母国就職」は、中国・韓

国・ベトナム・インドネシア・タイの 5 カ国出身者で母国に帰って就職を希望する人が対象です。 

◆上記①～④の日程は、すべて同じ内容です。卒業後の進路について考えている方はいずれかの日程に必

ずご参加ください。 

◆途中入退室可です。どの部屋に入るか、また、いつ来ていつ帰るかは皆さんの自由です。 

◆当日飛び入り参加も可能です。 

開催言語： 日本語・英語など 会場： 別紙 1 参照 

内容： 

 
みなさん、卒業後はどのような進路を考えていますか。 
 
★日本国内で就職活動したい！ 
★母国に帰って就職活動する！ 
★大学院に進学したい！ 
★公務員になりたい！ 
★いくつかのプランで悩んでいる… 
 
など、人によってさまざまだと思います。この企画では、それぞれの選択肢に関する詳細をお伝
えます。一日で複数の進路を検討できるような企画になっているので、詳細は別紙1のプログラ
ム一覧を見てください。３回生だけでなく、１回生や２回生の参加も大歓迎です。 

対象： 全回生 

持参物 
1．学生証 

2．参加票（別紙 2 のフォームに必要事項を入力し、各自印刷して当日持ってきてください） 

服装 自由 

申込方法： 

以下の手順で参加予約を行ってください。 

① Campusmate Web より「オンキャンパス・リクルーティング等イベント情報検索」をクリックする。 

② 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。 

③ イベント情報を選択し「参加申込」をクリックする。 

※申込みが完了すると申込みをしたイベント情報が赤く表示されます。 

＜5 月 9 日開催分＞ 

締切：5 月 8 日（火） 

＜5 月 10 日開催分＞ 

締切：5 月 9 日（水） 

＜5 月 11 日開催分＞ 

締切 5 月 10 日（木） 

＜5 月 16 日開催分＞

締切：5 月 15 日（火）

注意事項： 
①出欠確認の為、学生証をカードリーダに通してもらいます。必ずご持参してください。 

②申込み期間中のキャンセルはキャンパスメイトの各イベント画面の「参加取消」をクリックしてください。 

 
【お問い合わせ先（キャリア･オフィス）】TEL：0977-78-1128  E-mail：career2@apu.ac.jp  担当：滝上・穴繁 



 

     

 

Dates: ①  May 9 （Wed） 

(Slot 1) 13:00～14:00 

(Slot 2) 14:20～15:20 

(Slot 3) 15:40～16:40 

②  May 10 （Thu） 

(Slot 1) 18:00～19:00 

(Slot 2) 19:20～20:20 

③ May 11 （Fri） 

(Slot 1) 18:00～19:00 

(Slot 2) 19:20～20:20 

④ May 16 （Wed） 

(Slot 1) 13:00～14:00 

(Slot 2) 14:20～15:20 

(Slot 3) 15:40～16:40 

Courses: 

◆We will be holding the following guidance sessions in multiple classrooms at the same time during 

the above mentioned dates and time slots: “Working in Japan”, “Working in Your Home Country/ 

Working Outside of Home Country and Japan”, “Advancing to Graduate School”, “Internships”, 

“Self-Assessment/Industry Research”, “Written Exam Preparation”, and “Government Officials”. 

Note: The main “home countries” that we will be focusing on for “Working in Your Home Country” 

are China, Korea, Vietnam, Indonesia and Thailand.  If you wish to work abroad, you can also 

discuss about job hunting overseas during the session. 

◆The content of the above ①～④ sessions will all be the same.  We strongly encourage you to 

participate in at least one of these sessions.  

◆You may enter and leave anytime during the session.  Please choose the sessions you wish to 

participate. 

◆Walk-ins are welcome (without registration)! 

Languages: Japanese, English, etc. Venues: See Attachment 1 

Contents: 

What are your current plans after graduation? 
 
★Working in Japan! 
★Job hunting in home country! 
★Advancing to graduate school! 
★Becoming a government official! 
★Haven’t decided yet… 
Everyone has different career plans after graduation.  In this event, you get to think and choose 
from the different career options available to you, and learn about the process in detail.  Please 
see Attachment 1 for the list of programs.  This event is not restricted to only 3rd year students.   
1st and 2nd year students are also welcome to join. 

For: All students 
What to  

bring: 
1. Student ID 
2．Participation form (Please fill out Attachment 2, and bring a hard-copy with you). 

Attire: Casual 

  How to 
apply: 

Applying through Campusmate Web 
① Click On-Campus Recruiting and Other Event Search in Campusmate Web.  
② Input the details of the event you wish to participate and click search.  
③ Select the event you wish to participate and click register. 

* Any event that you have registered for will be highlighted in red. 
<For May 9 sessions>  

Deadline: May 8 (Tue)

<For May 10 sessions> 

Deadline: May 9 (Wed) 

<For May 11 sessions> 

Deadline: May10 (Thu) 

<For May 16 sessions> 

Deadline: May 15 (Tue) 

Attention: You will be asked to provide your ID so please bring your Student ID with you.  

②During the registration period, you are able to cancel any of your registered events by clicking on the “cancel” button. 
【Contact Info (Career Office)】TEL：0977-78-1128  E-mail：career2@apu.ac.jp  Takigami /Anashige 

 


