
日時        2018年 11 月 28日（水）16：00～18：00 (15:30 受付) 

Date&Time  4:00-6:00pm, 28 Nov., 2018 （Registration 3:30pm） 

場所        北九州学術研究都市 ひびきのキャンパス 会議場 イベントホール （裏面地図参照） 

Venue     Event Hall, Conference Center, Hibikino Campus, Kitakyushu Science and Research Park 

内容        ハローワークの講話、企業紹介、企業との意見交換 

Contents   Lecture by Hello Work, Enterprise Introductions, Interaction with Enterprises 

※   終了後、18 時 30分まで懇親会を予定しています。       

Note: A casual get-together after the session until 6:30pm 

参加企業/ENTERPRISES  
株式会社 戸畑ターレット工作所 / T-Turret CO., LTD. 

株式会社 福岡商店ホールディングス / FUKUSHO GROUP Holdings 

株式会社 山本工作所 / Yamamoto Industries, Ltd. 

九州興機株式会社 / KYUSHU KOUKI Co., Ltd. 

小倉鉄道株式会社 / Kokura Tetsudo Co., Ltd.   

 

  

  

 

 

【お問合せ/Inquiry】一般財団法人日本国際協力センター（JICE）九州支所/ JICE Kyushu office 

       TEL: 093-512-3620 e-mail: kyushu.koho@jice.org  

主  催：北九州市経済産業局国際ビジネス政策課 

協  力：福岡労働局・八幡公共職業安定所 

実施機関：一般財団法人日本国際協力センター（JICE）九州支所 



申込先 必要事項を記入の上 

kyushu.koho@jice.org, fax:093-512-3625 に送

付、または下の QR コードからスマートフォン、

パソコンでアクセスして申し込んでください。        

Please fill in all information above and send it to 

kyushu.koho@jice.org or fax 093-512-3625 or 

apply through the internet with your smartphone               

or PC using this QR code. 

 

申込締切/Entry Deadline 2018 年11 月22 日（木）/ 22 November, 2018 

氏名/Full name 

(Alphabet) 
 

氏名/Full name 

(カタカナ) 
 

性別/Sex 
男性(M) 

女性(F) 

年齢/ 

Age 
歳 

出身国・地域/ 

Country/ area of origin 
              

学校名/University or school  

学部・専攻等/ 

Faculty, major etc. 
 

学年/ 

Grade 
 

電話番号/ 

Phone 
 e-mail  

希望職種・業界など/ 

Type of business you desire 

Ex) goods-producing jobs, development or research jobs, trade business, interpreting, hospitality, 
IT, programmer, etc.  
 
 

最終学歴/ 

Final education 

大学院/Graduate school   大学/University  短期大学/Junior college 

専門学校/Career college  その他/Other (                        ) 

(いずれかに○/ Circle the one that applies) 

日本語能力/ 

Japanese ability 

N1 or above  N2  N3  N4 or below  その他/Other (                              ) 

(いずれかに○/ Circle the one that applies)  

母国語/Native language 
English  Chinese  Korean  Vietnam  Other (                                  ) 

(いずれかに○/ Circle the one that applies) 

母国語以外の言語①/ 

Non-native language-1 

English  Chinese  Korean  Vietnam  Other (                                  ) 

(いずれかに○/ Circle the one that applies) 

言語①のレベル/ 

Level of language-1 

Native  Advanced  Intermediate  Beginner  Other (                            ) 

(いずれかに○/ Circle the one that applies) 

母国語以外の言語②/ 

Non-native language-2 

English  Chinese  Korean  Vietnam  Other (                                  ) 

(いずれかに○/ Circle the one that applies) 

言語②のレベル/ 

Level of language-2 

Native  Advanced  Intermediate  Beginner  Other (                            ) 

(いずれかに○/ Circle the one that applies) 

  

申込書/Entry Form 

11 月 28 日開催 第 1 回(北九州市在学)留学生×市内企業オンキャンパス交流会 

2nd On Campus Exchange Session for Kitakyushu International Students with City Enterprises 
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