九 州大学留学生会館

留学生会館サポーター募集中です！
井尻国際交流会館

留学生会館サポーターとは？
留学生会館に住みながら、留学生会館に入居する留学生の生活をサポートするボランティアの学生のことです。サポーター
同士で一つのチームを組み、年間のスケジュールに沿って留学生の支援を行います。現在は、香椎浜会館５名、井尻会館４
名のチームで活動しています。

今回募集するサポーターの任期は 【井尻会館】 平成３０年４月から１年間です。
サポーターの任期は最大で２年までです。
（例外もあります。
）

応募条件
•

九州大学の学生であること

•

日本語と英語が上級レベルであること

•

サポーターの仕事に対する責任感を持てること

•
•
•
•

九州大学国際交流会館（井尻）に１年間住めること
サポーターの仕事に従事する時間があること

他の国際交流または留学生組織（例：FOSA, KUFSA, 九親会など）に所属していないこと
国籍・所属・学年・性別などは問いません

応募書類
提出物：

履歴書（A4サイズ２枚）
と志望動機（A4サイズ１枚）

提出先：

intlrshien-2@jimu.kyushu-u.ac.jpにメールで送付してください。

募集期間：

2017年11月20日
（月曜日）～12月7日
（木曜日）15時まで。 締切日以降の申し込みは受理されません。

面接：

書類選考後、個別に通知します。
日程は12月20日前後を予定しています。

(履歴書はhttp://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter/?p=13824からダウンロードして下さい。)

何か質問などがありましたら、留学生課（intlrshien-2@jimu.kyushu-u.ac.jp）にお尋ね下さい。

募集地区
井尻地区 （大橋キャンパスから約20分）
福岡市南区井尻２丁目３６−４０号

西鉄天神大牟田線「井尻駅」下車 徒歩10分
JR鹿児島線「笹原駅」下車 徒歩15分
家賃

単身棟7900円／月

k y u s h u u n i v e r s i t y i n t e r n at i o n a l s t u d e n t h o u s i n g

INTERESTED IN BECOMING A SUPPORTER?
IJIRI INTERNATIONAL HOUSE

WHAT IS A SUPPORTER’S ROLE?
Supporters are students who live in Kyushu University dormitories and support international students in adjusting to the
Japanese lifestyle. There are currently five supporters at Kashiihama dormitory and four supporters at Ijiri Dormitory.
We are currently recruiting new supporters for Ijiri Dormitory. This is a volunteer position. The term of service is 1 year
starting from April 2018.

REQUIREMENTS
•
•
•
•
•
•

Must be a student at Kyushu University
High-level of proficiency in Japanese and English languages
Able to live in the dormitory for at least one year
Must have the time and responsibility to perform supporter duties
Not an active member of any other international student organizations (e.g. FOSA, KUFSA, KUIFA)
Eligibility is not affected by nationality, study course, or gender

APPLICATION PROCEDURE
Application Period
November 20th ~ December 7th at 3pm. Late applications will not be considered.
Please send the following documents (in Japanese) to intlrshien-2@jimu.kyushu-u.ac.jp.
1.
2.

Curriculum Vitae with photograph (two pages, A4 size. Download the template from URL below)
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter/?p=13824
Letter of Motivation (Word format, one page, A4 size)

Interview
Applicants will be individually notified of the time and date of their interview after the application deadline.
Interviews are scheduled to be held around the 20th of December.
For further details, please contact the International Student Exchange Division (intlrshien-2@jimu.kyushu-u.ac.jp).

DORMITORY INFORMATION
Ijiri International House
2-36-40 Ijiri, Minami-ku, Fukuoka
10min walk, “Ijiri Station” (Nishitetsu Ohmuta Line)
15min walk, “Sasabaru Station” (JR Kagoshima Line)
Monthly rent : ¥7,900 (individual room)

