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マルチリンガル交流スペース(EZぷらっと)  

EZ-Plat サポーター 募集 

募集区分 

採用予定人数 
ATA、1人 

業務内容 

 

①外国語学習支援（会話練習、資格・検定試験対策の支援等、外国語学習に係る支援全般） 

②留学生と日本人学生の交流に係る支援 

③イベントの企画、実施  

④学習教材の開発や学習資料の作成 

応募要件 

 

①英語および韓国語での学習支援等の対応が可能なこと。 

英語、韓国語、日本語以外に対応可能な言語があればさらに望ましい。  

②イーストゾーン所属の学府に在籍する大学院生が望ましい 

③（ATA認定を受けていない場合）採用決定後、ATA認定に必要な TA講習を受講し、 

雇用手続き期限までに「ATA認定証」を提示できること。 

雇用期間 各学期原則授業開始 1 週間前～終了 2 週間前（各学期 15 週）  

【2023年度】  前期： 4月 3 日（月）～ 7月 28 日（金)  

勤務日  

原則として、月曜～金曜の間で週 2～3日程度、相談の上決定。 

 

勤務時間  

 
【2023 年度】 16：30～18：00 を基本とする。（応相談） 

勤務場所 イースト 1 号館 2 階 マルチリンガル交流スペース （E-C-202） 

時給  1,400 円  

応募方法 マルチリンガル交流スペース事務（ezplat@flc.kyushu-u.ac.jp）へ 

１月 31日(火)までに下記を日本語または英語で作成して送付。 
 

 

・履歴書（学歴、職歴（TA/RA等を含む）、簡単な抱負、連絡先メールアドレス）、母語、 

その他の使用可能言語 （あれば検定試験スコア） 

・上記雇用期間中の月～金曜日の 10 時～18 時の間で勤務可能な曜日と時間帯 

選考方法 個別に連絡を取り、面接を行い、競争的に決定する 

   

 

 

 

 

https://www.flc.kyushu-u.ac.jp/~ezplat/index.htm


 

January  202３ 

We‘re Hiring! 

EZ-Plat Supporterｓ  
(ATA at the Multilingual Interactive Space (EZ-Plat)) 

Job Type/ 

Number of 

Vacancies 

１ ATA 

Job 

Description 

① language learning assistance（conversation; qualifying exams; etc.） 

② assisting interaction between international and Japanese students 

③ organizing and conducting events 

④ developing learning materials 

Requirements 

 

① Can work using English and Korean, preferably in a language other than English, 

Korean, or Japanese.  

② Preferably belong to a graduate school in the East Zone. 

③(Those who have not earned ATA Certificate) Complete the required courses for 

ATA and earn ATA Certification prior to the deadline for employment document 

submission to the relevant section offices. 

Term of 

Employment 

Basically 15 weeks per semester (including one preceding week, and excluding final 

2 weeks, of the semester)  

【AY2023】Semester 1 : from Monday, April 3 to Friday, July 28 

Working Days 

of the Week 
2～3 days per week 

Working 

Hours 
【AY2023】Basically 4:30pm – 6:00pm, but negotiable. 

Location Multilingual Interactive Space (EZ-Plat) : E-C-202, Floor 2, East Building #1 

Hourly Wage \1,400 

Application Send the following application materials (Japanese or English) to Multilingual 

Interactive Space （ezplat@flc.kyushu-u.ac.jp）by Tuesday, January 31.  

・CV (including academic background starting with entering an undergraduate 

program; job experiences(including TA,RA, or any other relevant experiences; 

aspirations for the job; contact e-mail address); your mother tongue and language 

skills (exam scores, if any) 

・possible job hours and days of the week when you are available.  

Selection 

Process 
Based on CV and an interview on a competitive basis 

 


