せっかく日本で勉強したんだもん！

日本・宮崎県で
はたらこう
みやざき

りゅうがくせい

令和３年度

サイト

https://miyazaki-ryugakuseijob.com/

モチロン
無料！

外国人留学生の日本での就職を
お手伝いします！
こんな人にオススメ
日本語がもっと上手になりたい

勉強してきたことを活かして日本で専門的な仕事に挑戦したい

日本で働いて、家族と日本で暮らしたい

日本の進んだ技術を身につけたい

家族にもっと仕送りしたい

日本の学校で文化も学ぶくらい、日本が大好き！

宮崎県で働きたい外国人留学生に喜ばれる 4 つのポイント
POINT

1

POINT

いつでも相談できる

2

留学生の採用について詳しい
専門スタッフが、宮崎県内で
働く方法を親身にフォロー。
面接でのマナーや履歴書の作
成方法など、就職活動に必要
なスキルを高めます。また英
語の通訳も可能です。

みなさんを求めている
企業の紹介

POINT

3

留学生と働きたいけど出会い
方が分からない、という企業
とみなさんをつなげます。留
学生と企業のどちらも win-win
な採用を実現します。

面接の練習を
しっかりサポート

POINT

4

面接の練習をして、本番で緊
張せず自信をもって答えられ
るようにサポートします。よ
く聞かれる質問や、注意すべ
きことを学んで面接にそなえ
ましょう。

実際に企業の人と
会って話せる機会

相談会を開いて、出会いの場
を作ります。留学生採用をし
たい会社なのできっと優しく
話を聞いてくれるはず。日本
語力や英語力、特技などたく
さんアピールしましょう。

支援プロジェクトの流れ

私たちと
お話しましょう

求人の紹介

個別マッチング

面談

会話の中で皆さんの
希望を聞いたり
日本語力の
チェックをします！

登録している企業の
紹介をします
履歴書の書き方や
面接の練習もサポート

実際に会って
企業と話をしてみましょう
働いている人の
話を聞こう！

不安なことがあれば
聞いてください！

内定

内定後
フォロー

おめでとう！

仕事のこと、
生活のこと、
悩みをなんでも
相談してください

＜問い合わせ先＞ 宮崎県留学生就職支援プロジェクト係
● 英語の通訳も可能 ●

■相談窓口 アジアマーケティング株式会社
〒810-0001 福岡市中央区天神１-７-１１ 天神イムズ 3F ABSS 内

miyazaki̲ryugakusei@3140pa.com

■宮崎県委託事業

専門スタッフが、対応します！

092-707-2860

電話受付時間：平日 10:00〜17:00

Miyazaki
Prefecture

After all, you studied in Japan!

Let s work in Japan,
in Miyazaki
Prefecture

2021（Reiwa 3rd）

https://miyazaki-ryugakuseijob.com/

Free
of
charge!

Job-hunting Support Project
for international students has started!
Recommended for people who…
Is studying Japanese and want to get better at it.

Wants to use his/her major to get a professional job in Japan.

Wants to obtain a work visa and work in Japan.

Wants to improve advanced business skills in Japan.

Four points that international students who want to work
in Miyazaki Prefecture will love
POINT

1

General Consultation
Desk newly opened
with two professional staﬀ

Our professional staﬀ will
provide you with friendly
support on how to work at a
company in Miyazaki
Prefecture. We will help you
improve your job-hunting skills
through interview etiquette
and resume writing.

Introduce companies
in Miyazaki Prefecture
that would like to meet
international students
This Support Project brings
companies and international
students together. We will
realize a win-win employment
situation that makes everyone
happy.

POINT

2

POINT

3

Practice with a mock
interview that simulates
a real interview

Improve your chances of getting a
job by taking private interview
lessons! Practice so you don't fail
at interviews. You will learn what
questions are often asked in
interviews and what points to pay
attention to in order to improve
your job-hunting skills.

POINT

4

Hold individual
matching sessions to
support job-hunting!

We will accompany you from
setting up the interview to
providing support on the day
of the interview.

Flow of Support Project

Contact the General
Consultation Desk
Free consultation
service.

Conﬁrmation of
Japanese language
proﬁciency
Check your
language skills
for company
introduction.

Job offerings

Individual
matching

Introduction of
registered companies.
Resume writing and
interview preparation.

Let's hear from
the people
who are actually
working there!

Follow-up

Job offer

Solve what you
don't know!
Congratulations!
Get ready for
your next interview.

Lifestyle
counseling
Talk to
us about
everyday
problems!

＜Inquiry＞ Miyazaki Prefecture International Student Employment Support Project Section
● Interpretation in English is also available ●

■Consultation Desk

Asia Marketing, Inc.

miyazaki̲ryugakusei@3140pa.com

■Commissioned by Miyazaki Prefecture

Our professional staff will take care of you!

092-707-2860

［Reception hours］10:00 to 17:00
（excluding weekends and holidays）

