(English below)

7
日 時： 6 月 25 日（火） 14：15-15：50
講演者： 医学研究科バイオ統計センター 教授
対 象： 全回生
言 語： 日本語・英語
内 容： 久留米大学大学院医学研究科修士課程（総合生命科学･バイオ統計学専攻）が選ばれる理由とは：
・西日本で最も伝統のある私立の医学教育機関（久留米大学は1928年に医学専門学校として設立され、2018
年4月に創立90周年を迎えました。設立以来、優秀な人材を輩出しています。）
・博士課程へ進学可能
・昼夜開講制（久留米大学では社会人からの要望に応え、昼夜開講制を導入しています。）
・多様なキャリアパス（総合生命科学・バイオ統計学の活躍の場は、製薬企業、研究所等、様々です。（臨
床試験統計家、研究職、バイオ統計学研究者等））
・リーズナブルな授業料・生活費、奨学金制度あり
【医学研究科】http://www.kurume-u.ac.jp/site/gmed/
【分子生命科学研究所】https://www.kurume-u.ac.jp/site/lifescience/
【バイオ統計センター】http://www.biostat-kurume-u.jp/

会 場： F209
申込方法： ① Campusmate Web より「オンキャンパス・リクルーティング等イベント情報検索」をクリックする。
② 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。
③ イベント情報を選択し「参加申込」をクリックする。
※申込みが完了すると申込みをしたイベント情報が赤く表示されます。
締切： 6 月 24 日 （月） 10：30

※締切以降は申し込みができません。

◆ 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」完了後、参加できます。
右記 URL より、まずは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。
※この「進路希望・求職登録」は何度でも更新することができます。
注意事項：
①受付は先着順です。定員に達した場合は、参加をお断りさせていただく場合がございます。
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出席確認のため、学生証をカードリーダに通してもらいます。必ず持参してください。
④申込期間中のキャンセルはキャンパスメイトの各イベント画面の「参加取消」をクリックしてください。
なお、締切日以降のキャンセル及び体調不良などにより出席できない場合は、以下の【連絡事項】全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イベント名 ③学籍番号 ④氏名 ⑤携帯電話番号 ⑥欠席理由
※キャンセル等のご連絡は、キャリア・オフィスの開室時間内に、窓口もしくは電話でのみ受付けます。
（E メールでのキャンセル連絡は一切受付けません。）
※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。
【お問い合わせ先（キャリア･オフィス）】 TEL：0977-78-1128 E-mail：career2@apu.ac.jp 担当：仁田野・内田

主催：APU キャリア・オフィス

Date & Time：
Speaker：
Target：
Language:
Content：

June 25rd, 2019 (Tue)
14:15-15:50
Graduate School of Medicine’s Biostatistics Center’s Professor
All students
Japanese and English
Why Choose Master’s programs for Life Sciences & Biostatistics at Kurume University Graduate School of
Medicine?
・One of the Oldest Private Medical Schools in Western Japan (Kurume University was founded as a medical
school in 1928, and has produced outstanding undergraduates and graduates over the last 90 years.)
・Master’s Programs leading to Ph.D. Programs
・Evening and Weekend Classes
・Career Path to Clinical Trial Statistician, Researchers, etc. (Jobs in life sciences & biostatistics are diverse.
You can find jobs in a variety of different venues, pharmaceutical companies, research institutions, etc.)
・Reasonable Tuition Fees & Living Expenses, Scholarships Offered
[Graduate School of Medicine] http://www.kurume-u.ac.jp/site/english/english-g04.html
[Institute of Life Sciences] https://www.kurume-u.ac.jp/site/lifescience/
[Biostatistics Center] http://www.biostat-kurume-u.jp/

Venue： F209
Registration： 1. Click On-Campus Recruiting and Other Event Search in Campusmate Web.
2. Input the details of the event you wish to participate and click search.
3. Select the event you wish to participate and click register.
* Any event that you have registered for will be highlighted in red.
Deadline: 10:30 on June 24th, 2019 (Mon)
**Note: You will not be able to apply once the deadline has passed.
◆ For those who have not yet completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ (DECPR) ◆
ONLY students who have completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ are eligible to apply for the events held by
the Career Office.
‘Desired Employment and Career Path Registration’ can be found through the following link:
https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do
or through these steps : Campus Terminal Campusmate Web ‘Desired Employment and Career Path Registration’
※ You can update DECPR multiple times so please update your registration if your career path ever changes.
Notes of Caution:
1. This event is implemented on a first-come-first-served basis. Once participant capacity has been reached, there is a possibility that you may not be
admitted to the event.
2. Please arrive on time. We reserve the right to turn away late arrivals.
3. In order to take attendance, we request that you tap your student ID card on a card reader when you arrive. Be sure to keep your student ID card
on you at all times.
4. During the registration period, you are able to cancel any of your registered events by clicking on the “cancel” button. However, once the deadline
has passed and you decide to withdraw or are unable to attend due unavoidable circumstances such as sickness, please contact the Career
Office as soon as possible with the following information:
① Date of the event ②Company Name ③Student ID No. ④Full Name ⑤Mobile Phone No. ⑥Reason of absence
※If you need to cancel your registration after the deadline has passed, please contact the Career Office directly through phone or telling us in
person at the Career Office front desk (we do not accept cancellations by e-mail).
※If you are absent without prior notice, your participation in the next Career Office event may be declined.
【Career Office】 TEL：0977-78-1128 E-mail：career2@apu.ac.jp Admin: Nitano / Uchida

Organizer: APU Career Office

