テンプル大学ジャパンキャンパス

TUJ Company Information Session
学内個別企業説明会のご案内
We are pleased to announce Temple University, Japan Campus’s (TUJ) Company Information Session.
The TUJ Career Development Office arranges a Company Information Session throughout the year to provide
opportunities for TUJ undergraduates and alumni to meet companies hiring new graduates.
テンプル大学ジャパンキャンパスでは、本学の新卒採用対象学生と企業様とが直接出会える機会を提供するために、年間
を通じて個別企業説明会を実施しております。

Date/Time: At Any Time
開催日時：ご都合に合わせて随時
Location: Temple University, Japan Campus Azabu Hall
会場：テンプル大学ジャパンキャンパス麻布校舎
Fee：Free
参加費用： 無料
How to Register: Send us the completed Company information Session Attendance
Request Form to TUJ Career Development by e-mail. We will contact you to arrange date and time.
お申し込み方法：添付の「Company information Session Attendance Request Form」に
ご記入の上、E-mailにてご返信ください。追ってこちらから確認とともに日程調整のご連絡をさせ
ていただきます。
Session is usually 60-90 minutes long including Q&A and held at one of our
classrooms with projector capability.
説明会は質疑応答を含めて通常1時間から1時間半程度で、プロジェクター設備のある本学教室をご
使用いただきます。
送付先・Send to: career@tuj.temple.edu or 03-5441-9822
ABOUT TEMPLE UNIVERSITY, JAPAN CAMPUS
TUJ is the first post-secondary educational institution in Japan with overseas roots to be designated a foreign university by the Japanese Ministry of
Education. Like its main campus in Philadelphia, Pennsylvania, USA, it conducts all its lectures in English and is accredited by the U.S.-based
Middle States Commission on Higher Education. TUJ also follows the same curriculum and confers the same degrees and diplomas as its main
campus. It remains the only university in Japan to offer comprehensive programs in English for degree and non-degree students, and where students
can earn accredited U.S. bachelor’s, master’s, and doctoral degrees without leaving Japan.
テンプル大学ジャパンキャンパスについて
テンプル大学ジャパンキャンパスは、日本で初めて文部科学省より指定を受けた外国大学の日本校です。また米国ペンシルバニア州立
テンプル大学の日本校として、米国中部高等教育認定委員会からの認定も受けています。本校のカリキュラムにのっとり授業は全て英

語で行われ、学生は米国本校の学生と同じ学位と単位を取得できます。日本にながらアメリカの学士、修士、博士号を取得できる国内
で唯一の本格的な外国総合大学です。

Contact / お問合せ:

Temple University, Japan Campus テンプル大学ジャパンキャンパス

Information Center / インフォメーション・センター
Tel:
03-5441-9800 / Fax: 03-5441-9822
WEB site: http://www.tuj.ac.jp

Career Development / 就職部
WEB site: http://www.tuj.ac.jp/career_support/index.html
E-MAIL:
career@tuj.temple.edu

Address (Azabu Hall): 2-8-12, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047
住所：
〒106-0047 東京都港区南麻布 2-8-12
•

From Shirokane-Takanawa (Tokyo Metro Namboku Line, Toei Mita Line): 7-minute walk from Exit 4.
(Once you reach the sunken courtyard on the B1 floor, take the stairs to the right and continue straight.)

•

From Azabu-Juban (Tokyo Metro Namboku Line, Toei Oedo Line): 10-minute walk from Exit 1. (After
coming out of Exit 1, walk toward Lawson convenience store.)

•

白金高輪駅 (東京メトロ南北線、都営三田線)： 出口 4 より徒歩 7 分

(出口 4 を出て B1 階の広場に着いたら、右手の階段を上がってそのまま道なりにお進みください。)
•

麻布十番駅 (東京メトロ南北線、都営大江戸線)： 出口 1 より徒歩 10 分

(出口 1 を出たら、そのままローソンの見える方向へお進みください。)

