（English below）

日時： 下記日程のいずれかにご参加ください。

第 1 回： 5 月 18 日（火） 18:00～19:00
第 2 回： 5 月 20 日（木） 18:00～19:00
内容： 協定型インターンシップ、自由応募型インターンシップについて、
応募方法は？ インターンシップを単位化するには？ ・・・などなど詳しくご説明いたします。
言語： 日本語/英語
場所： H201(J), H202(E)
Zoom でのオンライン参加も可能です。（Zoom ID は申し込み完了後にお知らせします。）
対面参加定員：

日・英 各 50 名

対象： APU 全回生

服装： 自由

申込方法： 下記 URL から参加申し込みをしてください。
https://forms.office.com/r/Y7pmrNkpHj
締切：

第 1 回目 5 月 17 日（月） 11:00AM
第 2 回目 5 月 19 日（水） 11:00AM
・対面での参加希望は先着順に受け付けます。
教室の収容定員を超えたことにより、オンライン参加への変更をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
・締切以降、対面参加の申し込みはできません。

◆進路希望・求職登録 未登録の方へ◆
キャリア・オフィス主催のイベントは進路希望・求職登録を完了した方のみが参加できます。
右記 URL より登録を行ってください。https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do
又は、[キャンパスターミナル]→[Campusmate Web]→[進路希望・求職登録]で登録できます。
注意事項：
① 対面参加の受付は先着順です。定員に達した場合は、オンライン参加への変更をお願いする場合があります。
② 当日は時間に遅れないように集合してください。遅刻者は参加を認めません。
③ 対面参加の場合、出欠確認のため、学生証をカードリーダーに通してもらいます。必ず持参してください。
④ 体調不良などにより急遽出席できなくなった場合は、以下の【連絡事項】すべてを事前にキャリア･オフィスまでご連絡ください。
【連絡事項】 ①開催日 ②ガイダンス名 ③学籍番号 ④氏名 ⑤携帯電話番号 ⑥欠席理由
※無断欠席者に対しては、次回からのキャリアイベントへの参加をお断りする場合がございます。
【お問合せ先（キャリア･オフィス）】

TEL：0977-78-1128

E-mail：career2@apu.ac.jp

担当：バスティン、チョウ、山田（香）

Date &Time: ＊Please attend either one of these dates.

1st session: Tuesday, 18th May 18:00～19:00
2nd session: Thursday, 20th May 18:00～19:00
Content： The process of how to apply for various internships, as well as acquiring credits after your
internship has finished are just some of the topics we will cover.
Language： English / Japanese
Venue： F101(J), H202(E)
It is also possible to participate via Zoom (meeting ID etc. will be sent to those who register)
Capacity： 50 (J), 50 (E)

Eligibility: All APU Students

Attire： Casual

(in-person)
Registration： Please register via the following URL.
https://forms.office.com/r/Y7pmrNkpHj
Deadline:

1st session: Monday, 17th May 11:00AM
2nd session: Wednesday, 19th May 11:00AM
・

Seats at the in-person sessions will be reserved on first come first served basis.

・

If the in-person session exceeds capacity, you may be asked to attend online.

◆For those who haven’t yet registered their Desired Career Path Registration:
ONLY students who have completed the ‘Desired Career Path Registration’ are eligible to apply for the events held by the Career Office.
Desired Career Path Registration can be done through the link below:
https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do
Or simply follow these simple steps: [Campus Terminal] → [Campusmate Web] → [Desired Career Path Registration].

Notice:

1．If the in-person session exceeds capacity, you may be asked to attend online.
2. Please be on time. Late comers will not be permitted to enter the classroom/ online meeting.
3. When attending in-person: please swipe your student ID card through the card reader machine before entering the classroom to
confirm your attendance. It is therefore essential that bring your student ID with you.
4. If you wish to withdraw or will be absent due to sickness or other unavoidable circumstances, please contact the Career
Office as soon as possible and mention the following information:
Date of the event; Student ID No.; Full Name; Mobile Phone No.; Reason of absence
※If you are absent without prior notice, your participation in future Career Office events may be declined.
Career Office Contact Details: TEL：0977-78-1128

E-mail：career2@apu.ac.jp

BASTIN/CHAU/Yamada K.

