
Deadline:

7/7

Study at a company to help you work in Japan
There are many excellent companies in Gifu Prefecture that you may not know.
Participate in internship to learn about companies in Gifu Prefecture 
and experience working in Japan!

FREE

For International Students

International
Students
Internship
Call for Participation

日本語は裏面で ▼

Sign up

Application

【Period】 Early August to late September
Specific dates will be decided between participating companies and interns.

・ All international students enrolled in universities, graduate schools, junior colleges, 
   colleges of technology, Japanese language education institutions, etc. 
・ Speaks Japanese  ※Japanese Language Proficiency Test N2

Target

Seminar

 Advice to make the most of the internship.
What to pay attention to when participating in internship, etc.

※Depending on COVID-19, this seminar could be changed to online.
※Registration will be closed as soon as the number of applicants reaches capacity.

Please access the webpage from 
the QRcode and apply from the 
entry form.

A f t e r  w e  r e c e i v e  y o u r  
application,  we wil l  send you 
your entry sheet.

The list of participating 
companies will be updated 
regularly on our home page.

7/12MON

14：00～15：00
　  　　Reception 13: 30~

Venue: Juroku Plaza Training Room 2  About 2 minutes on foot from JR Gifu Station

Contents: 

Capacity:

15
(Reservation
required)

Contact
Man to Man Animo Co., Ltd. 6-21 Koganemachi, Gifu City, Gifu Prefecture Gifu Station Building 7F 
TEL 058-215-5511(Contact person: Umemura/Kondo)  URL  https://www.ryuugaku.pref.gifu.lg.jp
Organizer: Industry Human Resources Division, Department of Commerce, Labor and Industry, Gifu Prefectural Government



English is on the Back ▼

Applicationお申込み

Sign up
お申込みはこちらから

運営：Man to Man Animo株式会社　岐阜県岐阜市金町6-21  岐阜ステーションビル 7F

TEL 058-215-5511（担当：梅村・近藤）  URL  https://www.ryuugaku.pref.gifu.lg.jp
主催／岐阜県商工労働部 産業人材課 外国人雇用対策係

Contact問合せ先

日本で働くために企業で勉強しよう
岐阜県には、あなたの知らない優れた企業がたくさんあります。
インターンシップに参加して岐阜県の企業を知り、日本で働くことを経験してみましょう！

【時 期】 8月上旬から9月下旬
　　　　   具体的な日程は参加企業と留学生の間で設定します。

・大学、大学院、短大、高等専門学校、日本語教育機関等に在籍するすべての留学生
・日本語が話せる ※日本語能力試験Ｎ２程度

Target対象者

Seminar事前説明会

内容：インターンシップを効果的にするアドバイス
　　   インターンシップに参加する時の注意など

定員

15名
要事前申込

QRコードからHPを開き、入力
フォームにてお申込みください。

お申込み完了後、インターンシップへ
のエントリーシートをお送りします。

インターンシップ企業は
ホームページに随時追加！

Internship 7/7
締切

参加
無料

外国人留学生の皆さまへ

外国人留学生
インターンシップ
参加者募集 

7/12 月

14：00～15：00
　　  　　受付13：30～

会場：じゅうろくプラザ研修室2（JR岐阜駅から徒歩約2分）

※新型コロナウイルスの感染状況によりオンライン開催となる場合もあります。
※定員になり次第締め切りとさせていただきます。


