
24 卒外国人留学生の皆様へ 

To all international students 
 

こんにちは！外国人留学生日本での就職活動をサポートする「TAIYO JOB」運営事務局。 
 

この度は外国人留学生を積極的に採用されている大手自動車メーカー「夏インターン」の情報をご案内します。 

This time, we would like to inform you about the information on the major automobile 
manufacturer "Summer Intern", which is actively hiring foreign students. 
 

今回のインターンは日本国内だけでなく、世界中の同僚と協業することを通じて、 

技術やスキルを磨けるプログラムも用意しております。 

This intern will collaborate with colleagues not only in Japan but all over the world. 

We also have programs to hone your skills and skills. 

 
→文系も理系もインターンのポジションがあります！ 

Both liberal arts and science have internship positions! 
→日本語もしくは英語、「自分の得意な言語」を選んで、インターンに参加することができます！ 

You can participate in the internship by choosing Japanese or English! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
▼夏インターンシップの応募方法や詳しいご紹介について、こちらのサイトからご確認ください▼ 

▼ Please check this site for details on how to apply for a summer internship ▼ 

https://www.taiyo-job.co.jp/intern24-01/ 

  
昨年夏インターンに参加された留学生の先輩が早期内定をもらいました！ 

A senior international student who participated in the internship last summer received an early 

offer! 
今回のチャンスをぜひ掴んで、積極的にご応募ください！ 

Please take this opportunity and apply positively! 
あなたのご応募をお待ちしております。 

We are looking forward to your application. 
 

【募集歓迎の対象】[Welcome target] 
１、＜理工系で特に活かせる専攻＞機械、電気・電子、情報工学、制御工学、ロボティクス 



<Major that can be used especially in science and engineering> Mechanical, electrical / 

electronics, information engineering, control engineering, robotics 

  
２、＜他の理工系 or 文系の方＞このような仕事にご興味のある方も、ぜひ今回のインターンをご応募ください。 

<Other science and engineering or liberal arts> If you are interested in this kind of work, please 

apply for this internship. 

  
・Microsoft teams や office（Excel）の知識がある方、データの分析・解析。  

・ Those who have knowledge of Microsoft teams and office (Excel), data analysis / analysis. 

 
・Office 365 や解析、自動化スキルがある方歓迎です。 

・ Those who have Office 365, analysis, and automation skills are welcome. 

 
・ファイナンスに興味がある方 

・ Those who are interested in finance 

 
・SNS やホームページ作成が得意な方。 

・ Those who are good at creating SNS and homepages. 

 
・コミュニケーション、人事について興味がある方 

・ Those who are interested in communication and personnel 

 
・コミュニケーション、トレーニング、英語や日本語力の向上に興味がある方 

・ Those who are interested in communication, training, and improving English and Japanese skills 

 
・新しいものを発見することが好きな方、オープンマインドでダイバーシティ豊かな環境で働きたい方 

・ Those who like to discover new things, those who want to work in an open-minded and diverse 

environment 

 
何かご質問、ご相談があったら、下記のお問合せ先にご連絡ください。 

If you have any questions or concerns, please contact the following inquiries. 
どうぞ宜しくお願い致します。 

Thank you very much. 
◽◾◽━━━━━━━━◽◾◽━━━━━━━━◽◾◽ 

株式会社 TAIYO JOB  就活サポート運営事務局 

留学生日本での就職活動を暖かくサポートします！ 

【 HP】https://www.taiyo-job.co.jp 

〒105-0012  

東京都港区芝大門 2-2-1   

ＡＣＮ芝大門ビルディング 6F 

E-mail：info@taiyo-job.co.jp 

◽◾◽━━━━━━━━◽◾◽━━━━━━━━◽◾◽ 


