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Meikai University offers internships in a variety of fields such as hotels, airlines, real estate, trading companies,
government offices, and travel agencies. Accumulating practical experience at the forefront of business enables
students to deepen their understanding of the real world.
Through internships, students can discover their new possibilities and consider what skills are needed for their
desired jobs. Thus, internships provide great opportunities for career planning.
Students deepen their understanding of a career and establish a more concrete job development plan through
internships will be able to think and act independently in order to maximize their abilities in the real world.
Internships receive credit.
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ホスピタリティ・ツーリズム学部
ホスピタリティ・ツーリズム学科 3 年
研修機関：株式会社ＰＴＳ
業 種：サービス業（旅行）
2017 年 8 月21日〜 25日実施
※学年は実施学年

自分ができる最大限のことを探し、行動に移したインターンシップ
体験を通して将来社会に出る自信がつきました
── インターンシップに参加しようと
思ったきっかけは？

時間がある時に、社員の方の後ろで旅行案

たせする時は、先を見越してスムーズに旅行
相談に入れるよう待ち時間にお客様のご要望
をメモにして社員の方に渡すご案内を心がけ

私が将来やりたいことが叶いそうな職種の

内の様子を見学しました。お客様が希望して

インターンシップがあったので、これに参加

いたホテルが満室だった時に、社員の方は代

することで自分の思いと仕事が合うか確かめ

替案を提案していました。ご要望を超える良

ぐ行動するということを学びました。

たかったからです。

い提案をした時のお客様の喜びに満ちた笑顔

── インターンシップへの参加を

── 配属された部署と、実際の業務内容は？
JTB PTS 西友常盤平店に配属され、パンフ
レットの補充や電話応対、接客待ちのお客様
から要件を伺ったりしました。
── 参加する前、不安だったことは？
事前に業務内容について調べてはいました
が、インターンシップ生としてどこまで業務
に貢献できるかわからず、不安はありました。
実際は、想定していたよりも多様な業務があ
り驚きました。社員の方がフォローしてくだ
さったので、すぐに不安は無くなりました。
── 参加するに当たり、
何か気を付けたことは？
服装・マナーに気をつけることはもちろん、

がとても印象的でした。
── 嬉しかったことは？
パンフレットを探しているお客様に声をかけ
たら、私自身行ったことのある旅先を検討して
いるというお話を伺いました。お客様と一緒に
パンフレットをお探しして、自分の経験などを
お伝えしたらとても真剣に聞いてくださいまし
た。少しでも旅先のイメージや安心感を持って

1 年生の春に参加したホテルのベル業務で学
んだことは、今回のインターンシップに間違
いなく活かされていたと思います。また、イ
ンターンシップに参加するまでの学内選考は、
就活本番前の貴重な模擬体験になるので、と

かけにしてください！

自分の中で変化したことは？
このインターンシップでは、与えられたこ
とだけをこなすのではなく、自分ができる最
大限のことを探し業務を全うすることにやり
神で挑むようになりました（笑）

明海大学インターンシップガイド 2018

私は、総合教育センター主催の派遣インター
ンシップに参加するのは 2 回目でした。大学

── インターンシップを終えて

がいを感じていました。何事もハングリー精

確認し、見直すことも意識していました。

考えている人に向けメッセージを！

ても意味があると思います。ぜひインターン

心がけていました。また、学ぶためだけに参
変さなどがどのくらい社会に通用するのかを

ました。現状をより良くするために考え、す

いただけたかなと思い、嬉しく思いました。

業務中は全て自分から質問・行動するように
加するのではなく、今の自分の知識や臨機応
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── 研修中で印象に残っていることは？

── インターンシップを通して学んだことは？
カウンターが混み合ってお客様を長くお待

シップに参加して、自分の将来を考えるきっ

インターンシップを
体験しよう

インターンシップとは、学生が在学中に、企業等において自らの

目的意識を持って取り組んだ体験は、
希望の仕事に就くための道しるべに

どんな仕事に向いているのか知りたい」そんな人こそインターン

インターンシップって何だろう？
参加するメリットって何だろう？

インターンシップ

専攻やキャリアに関連した就業体験を行うこと。つまり、実際に
自分自身が企業などで「働いてみる」こと。憧れの職業がある人
は も ち ろ ん、「将 来 自 分 が 何 を し た い の か わ か ら な い」「自 分 が
シップを体験し、自分の将来に向き合ってみませんか。

5 つのポイント

① 将来の職業や仕事を考える機会となる
② 責任感や自立心が身につき、積極的になれる
③ 自分が志望する職業や仕事が適しているか確認できる
④ 今後の学修やその意欲を高められる
⑤ 自分の専攻や学修分野の知識を高められる

昨年度の参加者に聞きました！

インターンシップ満足度
昨年度の夏季インターンシップ参加者 123 名にアンケートを取ったところ、
やや不満
なんと約８割の参加者がインターンシップに「満足」と回答。
授業やアルバイトではなくインターンシップだからこそ得られるものが必ずあります。

参加者の声

REAL VOICE

大変不満

5.7%
普通

15.4%
大変満足

●インターンシップでしか学べないことを体験できたのでよかった。
（ホテル）

Questionnaire
Results

●自動車業界に対して知識を増やすことができ、
自分の視野を広げることがで
きた。
（卸売）
●社会人としての責任や報告の仕方などを学ぶことができた。
（ホテル）
●社会に出る前にリアルな経験をさせてもらえてよかったです。
（不動産）
●公務員という職業に将来就こうか迷っていたが、
決心することができた。
（地方公務）

0.0%

44.8%

やや満足

34.1%

●自分の強みを見つけることができました。
（ホテル）
●他大学との交流、
情報交換などプラスになりました。
（小売）
●ハードなインターンシップではあったけれど、
とても成長できた20日間で
あった。
（ホテル）
●2年生の内に早く社会を知ることができてよかったです。
自分に足りないと
ころを直していきたいです。
（不動産）
●自分のやるべきこと、
社会の厳しさ、
アルバイトとの違いなど学んだことが
多かった。
（旅行）
●ホテルでの業務とともに、
英語でのコミュニケーション能力も身につけるこ
とができました。
（ホテル）
●不動産の知識を増やせたことはもちろんのこと、
人として成長することがで
きた。
（不動産）

浦安キャンパスキャリアサポートセンター
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主催部門

インターンシップの
種類と流れ
実際にインターンシップを
体験するにはどうすればよいか
応募の種類や流れなどを Check

● 総合教育センター主催

全学部学生を対象とし、研修機関も業界

応募の種類
● 派遣インターンシップ

明海大学と研修機関が事前の協議に基づ

業種が豊富。右記の認定インターシップ

き、大学が応募を受け付け、選考の上、学

もこれに含む。

生を派遣するもの。

● 学部・学科主催

学部・学科で学ぶ専攻分野に沿った研修

● 認定インターンシップ

機関のもの。

上記派遣インターンシップ以外のもの
で、学生が事前に研修機関から受け入れ

● 教員主催

の承諾を受け、大学への報告及び諸手続

各教員が担当授業などでより密着した研

きを経て実施するもの。

修機関のもの。

インターンシップ体験の流れを
Step

1

ガイダンス

5 つのステップで解説

（以下は、主に総合教育センター主催のもの）

まずはガイダンスに参加し、応募書類を提出

例年、5 月末（夏季実施分）と 11 月末（春季実施分）にガイダンスを実施します。ガイダンスでは、
インターンシップの概要や実施要項による応募方法などを説明し、併せて応募書類を配布します。
ガイダンス参加後、自分が希望する研修機関を選択、応募書類を作成の上、所定の期日までにキャリア
サポートセンターへ提出してください。

Step

2

選考

書類選考と面接で研修機関を決定

提出した応募書類を基に、書類選考と面接を行います。面接では応募の動機や希望の研修機関を選ん
だ理由、自己 PR などを中心に質問します。各自適切に答えられるように準備、発言の練習をしておく
とよいでしょう。なお、研修機関の募集人数と、全体の応募状況などにより、希望する機関に必ずしも
決定するとは限りません。

Step

3

事前研修

インターンシップの心構えやビジネスマナーなどを修得

インターンシップの体験を許可された者は、事前研修で心構えや言葉遣い、社会人と接する上での
立ち居振る舞いなどの基本的なビジネスマナーなどを修得します。この研修は、インターンシップに
かかる単位認定の一過程となっており、体験を許可された者は、必ず参加しなければなりません。

Step

4

体験

体験することの目的や意義、意味を忘れずにいざ研修機関へ

インターンシップの意義や意味をしっかりと理解し、目的意識を持って体験してください。
体験する
期間は、
研修機関により最短 5 日間から 1 か月程度と様々です。
勤務時間は、
原則として研修機関の配属
部署の社員と同様のシフトです。
また、
アルバイトなどの自己都合による欠勤は、原則として認めません。
報告書に日々の目標設定や成長できた点、
反省点などをまとめ、
今後の学生生活に活かしてください。

Step

5

報告会

体験の成果と今後の学生生活に活かしていくことを報告

報告会では、インターンシップでの体験を踏まえ、各自の成果や得たことを今後の学生生活でどのよ
うに活かしていくかについて、学科教員などに向けて報告します。
この報告会は、インターンシップに
かかる単位認定の一過程となっており、許可され体験を行った者は必ず出席しなければなりません。
報告会後、単位認定申請書類を記入、提出となります。

※学部・学科・教員主催のインターンシップの詳細は、
各自各学部や担当教員へ問い合わせてください。
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明海大学のインターンシップ先の業界は、ホテルをはじめ、不動産、商社、

研修機関と
単位認定ルール

市役所、旅行会社など様々。魅力的な研修機関で目的意識を持って実際の
業務に関わることで、
その仕事が自分に合っているかどうかを見極めるだけ
でなく、研修後に「将来のために現時点で足りないスキルは何か」を見つけ
るための大切な手がかりに。なお、指定するインターンシップ・プログラム

様々な研修機関と
単位認定の申請手続きについて Check

であれば、研修の成果を単位認定しています。

研修機関 （過去の主な実績など）
■総合教育センター主催■

全学部を対象とし、研修機関も充実。
認定インターンシップも含む。

浦安市
（浦安市役所）
／千葉県警察
（浦安警察署）
／浦安ブライトンホテル東京ベイ／サンルートプラザ東京／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル／ラフォーレリゾート
修善寺／ヒルトン東京ベイ／ホテルヴィレッジ／ホテルエミオン東京ベイ／ホテルオークラ東京ベイ／ホテル櫻井／ホテルニューオータニ幕張／㈱JTBグローバルマーケティ
ング＆トラベル／日中平和観光㈱／㈱PTS／㈱JALスカイ／イオンリテール㈱／ダイハツ千葉販売㈱／千葉トヨタ自動車㈱／㈱千葉マツダ／トヨタカローラ千葉㈱／
㈱トップランク／㈱アドレス・インフォメーション／㈱NKS能力開発センター／㈱ジェイ・ブロード／ジェフユナイテッド㈱／㈱エムエスデー／日本サード・パーティ㈱ 他

■各学部主催■
外国語学部

経済学部

不動産学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部

語学学校など、日本語・英米語・
中国語の各学科の特性や専門分野
に応じたインターンシップを実施

会計事務所グループやマーケティ
ング企業などと連携し、インター
ンシップを実施

全国宅地建物取引業協会連合会、
全国住宅産業協会、日本土地家屋
調査士会連合会などとの産学連携
内で強力に推進。
また、
個々の不動
産・建設関係企業とも幅広く実施

実学重視の方針から、インターン
シップは重点テーマとして教育課
程に位置づけ、
強力に推進。
国内外
の長期インターンシップも実施

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専
門学校／上野法科ビジネス専門学校
／大原日本語学院／学校法人長沼ス
クール／京進ランゲージアカデミー
OLJ 校／東京日本語文化学校／富士ゼ
ロックス千葉㈱／ベルジャヤグルー
プ／ホテルハマツ／オリエンタル酵母
工業㈱／㈱ HANATOUR JAPAN 他

㈱ JP コンサルタンツ・グループ／カ
タリナマーケティングジャパン㈱／浦
安青年会議所／日本マレーシア協会
／㈱エルテス／㈱グローバル住販／
かみなか農楽舎／カヌチャベイホテ
ル＆ヴィラズ／南三陸ホテル観洋／
㈱オデッセイコミュニケーションズ／
㈱ホロスエンターテインメント 他

㈱サンセイランディック／㈱東栄住宅
／日神不動産㈱／日本ハウズイング
㈱／㈱細田工務店／三菱地所リアル
エステートサービス㈱／東急住宅リー
ス㈱／沖田不動産鑑定士・税理士事
務所／
（一財）
日本不動産研究所 他

● 千葉県経営者協会

インターンシップを紹介する主なサイト・機関

● リクナビ

インターネットなどで各自興味があるサイトを
こまめにチェックしよう。

グランド ハイアット 東京／オクマ プライベー
トビーチ＆リゾート／ホテルオークラ東京／
成田国際空港㈱／㈱フォトワークス／帝国ホ
テル（短期・長期）／ワタベ・ウェディング・ハ
ワイ（長期）／ JTB ハワイ（長期）／シェラトン・
ラグーナ・グアム・リゾート（長期）／アウトリ
ガー・グアム・ビーチ・リゾート
（長期） 他

http://www.chibakeikyo.jp/dai.htm

http://job.rikunabi.com/

● キャリタス就活

● マイナビ

http://job.mynavi.jp/

https://job.career-tasu.jp/

● 東京外国人雇用サービスセンター
（留学生対象） http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

単位認定ルール
インターンシップの成果に対する単位の認定を希望する場合は、
次の要領に従い、
申請の手続きを行ってください。

認定申請できる授業科目と単位数等
全学部
科目区分等

共通科目

ホスピタリティ・ツーリズム学部
授業科目名

キャリア形成教育

インターンシップ A
インターンシップ B
インターンシップ C
インターンシップ D

単位数（上限）

各2
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学生区分

2017年度以降
入学生
専門科目

外国語学部（グローバル・スタディーズ専攻）
学生区分
2014年度以降
入学生

科目区分等
専門科目

グローバル・
スタディーズ
関連科目
フィールドワーク

● 履修報告・単位認定申請書の提出
提出先：キャリアサポートセンター

授業科目名
GSMインターンシップⅠ
GSMインターンシップⅡ

科目区分等

単位数（上限）
各2

4

2016年度以前
入学生

ホスピタリティ
・
ツーリズム

授業科目名

単位数（上限）

ホスピタリティ
・ツーリズム
産業実地研修
A・B・C・D・E・F・G・H

各4

ホスピタリティ
・ツーリズム
産業海外研修
A・B

各2

ホスピタリティ
・ツーリズム
産業実地研修
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

36

各4

32

ホスピタリティ産業海外研修
Ⅰ・Ⅱ

● 単位認定に係る留意点

①学年暦に定める履修登録は、必要ないものとします。 ②年次別に定める履修単位数の上限には含まれません。
③申請に当たっては、履修の手引及び講義概要等を参照してください。

※詳しくは各学部の 2018 年度履修の手引を参照してください。
※インターンシップ派遣に関する規程は、
CAMPUS GUIDE の規則を参照してください。

浦安キャンパスキャリアサポートセンター
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インターンシップ体験者が
語る体験のメリット
※学年は実施学年
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留学生に関わったことで感じたやりがい

小鷹 文美さん
Kotaka Ayami

外国語学部日本語学科 3 年
研修機関：大原日本語学院
業

種：サービス業（教育）

D ay 1

朝礼参加、
学校についてのガイダンス、
校内見学、
授業見学、
宿題添削、
PC入力

D ay 2

授業見学、
授業参加
（添削）
、
宿題添削、
PC入力

D ay 3

授業見学、
授業参加
（自分の経験を話す）
、
相談対応、
PC入力

力に合わせて話すスピードを調整したり、

D ay 4

授業見学、
PC入力

分かりやすい言葉を選んで話をすること

D ay 5

授業見学、
授業参加
（自分への質問に答える）
、
PC入力

はとても難しく、
「日本語」を日本語で教

D ay 6

授業見学、
宿題添削、
PC入力

D ay 7

授業見学、
授業参加
（添削）
、
宿題添削、
PC入力

D ay 8

授業見学、
授業参加、
PC入力

ける機会がありました。学生の日本語能

えるのは工夫のいる大変な仕事だと感じ
ました。また、日本語学校は日本語を教え

大学に編入して４か月目でのインター

るだけでなく、生活や進路決定の支援に

D ay 9

授業見学、
PC入力

Day10

授業見学、
PC入力

ンシップは見学に近いものでした。色々な

大きく力を注いでいます。学生にとって人

先生方の授業見学や宿題の添削の他、留

生を決める大切な時期に日本語の先生と

の成長がこの仕事のやりがいと楽しみに

シップで今まで経験したことのない貴重

学生に自分の経験を話したり、質問を受

して関わるのは、大きな責任があり、学生

なることを感じました。今回のインターン

な経験をさせていただきました。
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幅広い業務を体験して

齋藤 勇輝さん
Saito Yuki

外国語学部英米語学科 3 年

でしたので、不安も多くありまし
た。しかし、実際に行ってみると
社員の方が温かく迎えてくださ

Time Schedule
D ay 1

業界・会社の説明、
マナーについて、
自己紹介等

D ay 2

買取・査定現場での業務体験、
営業・販売部門でのレクチャー

D ay 3

修理工場見学、
洗車・修理体験、
履歴書作成

D ay 4

工場見学、
グループディスカッション等

D ay 5

プレゼンテーション、
人事部での面接体験等

り、すぐに馴染むことができまし

単に車の知識を身につけて売るの

間厳守、言葉遣いなど、当たり前

た。私はこのインターンシップを

ではなく、お客様の趣味や興味を

のことがいかに重要であるかを改

通して、自動車業界のことはもち

引く話題作りなども重要だと気づ

めて気づかされました。社員の方

参加してよかった、と思えたイ

ろん、販売のコツや車がお客様に

きました。体験させていただいた

が最後に「いつでも戻っておいで」

ンターンシップでした。研修前は、

届くまでの過程から就職活動のポ

洗車も、細かな傷一つ一つで使用

と言ってくださったので、この出

自動車業界の知識もそれほどな

イントまで非常に多くのことを学

する道具が異なることに驚きまし

会いを大切にしたいと思います。

く、また、派遣先に１人での参加

べました。車を販売するに当たり、

た。また、身だしなみ、挨拶、時

研修機関：株式会社トップランク
業

種：卸売業（自動車）
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客室課の仕事とチームワークを学んで

坂入 可奈子さん
Sakairi Kanako

外国語学部英米語学科 3 年
研修機関：ホテルオークラ東京ベイ
業

種：サービス業（ホテル）

今回のインターンシップを通して、

6

Time Schedule

見ることのできない客室課で１か月働
き、働くことの大変さとホテルでの仕
事で得られるやりがいについて学ぶこ
とができました。１年半後には毎日働
く日常が当たり前になるという実感が

Time Schedule
Week1

部屋タイプ・常設の説明、バリアフリーセット、バルーンセット、忘れ物処理、
布団敷き、デリバリー、ティーセット、一輪挿し回収、消臭器、返品リネン処理等

Week2

バリアフリーセット、バルーンセット、忘れ物処理、布団敷き、デリバリー、
ティーセット、一輪挿し回収、ミニバー補充、ベビーベッド設置等

Week3

バルーンセット、布団敷き、
ティーセット、一輪挿しセット、ベビーベッドセット、
ハネムーンプレゼントセット、消臭器、
ミニバー・ワゴン補充、貸切風呂案内等

Week4

バリアフリーセット、バルーンセット、布団敷き、ティーセット・一輪挿しセット、
ベビーベッドメイク、消臭器、フットマッサージャー設置、風呂案内、風呂清掃等

湧き、社会人になってからの生活のイ

準備という裏方の仕事でした。その中

だと知り、客室課の仕事の素晴らしさ

メージが持てました。

でやりがいがあるのだろうかと思いま

を学べました。また、大きなホテルを

今まで知らなかったホテルの仕事を

客室課の仕事は、滅多にお客様と

したが、ホテルの中でお客様が一番長

回すのにはチームワークが大切で、働

体験することができました。このイン

関わることはありませんでした。大抵

い時間を過ごされる客室を最後まで

いている人一人ひとりが意識をして働

ターンシップでは、ゲストの視点では

の仕事はお客様が入る前で、出迎える

手掛けることができるのは客室課だけ

いている姿に感動しました。

明海大学インターンシップガイド 2018
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自分の知らなかった警察の一面を見て

小林 大起さん
Kobayashi Daiki

経済学部経済学科 2 年
研修機関：千葉県警察（浦安警察署）

ンシップ１日目は、千葉県警察第
二機動隊を見学しました。レス
キューやスキューバ等の部隊を見
学し、普段交番や取締りをしてい

Time Schedule
D ay 1

千葉県警察バスツアー参加
（第二機動隊見学、
特殊車両・装備品見学、
鑑識体験、
警察学校内見学等）

D ay 2

警務課による説明等、
装備品装着体験、
車両見学、
移動交番開設

D ay 3

術科体験（逮捕術）、通常点検見学、地域無線指令台見学、鑑識体験、飲酒検知体験等

D ay 4
D ay 5

管内警ら及び施設見学、
災害DVD鑑賞、
本部施設見学
（広報センター・通信指令室・交通管制センター）
警備課災害対策関係説明、DVD鑑賞、アルファ米試食、若手警察職員との意見交換会等

る警察とはまた違うものを見るこ

日目以降は浦安警察署内での研修

参加して、自分の知らなかった警

とができ、とても面白かったです。

となり、見学、逮捕術、鑑識、警

察の一面を見ることができ、とて

今回のインターンシップを通じ

午後には警察学校に移動し、警

察職員の方との防犯呼びかけなど

も良い経験になりました。

て、自分の知っているものとは違

察官として勤務する前の警察学校

の活動を行いました。私はもとも

う一面を見ることができ、より警

の生徒が日々どんなことをしてい

と将来警察官を志望していました

察に興味を持ちました。インター

るかなどの見学もできました。２

が、今回このインターンシップに

業

種：地方公務
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宅建の勉強が業務と結びつき、より深い理解に

茂木 沙椰香さん
Moteki Sayaka

不動産学部不動産学科 3 年
研修機関：株式会社高品ハウジング
業

種：不動産業

営業、売買、土地活用、更新、家賃清算と
いったように、幅広く部署が分かれていま
した。
空室・入居前点検、物件調査や図面作
成など、様々な体験をさせていただいて、
毎日新しいことを知ることができ、とても

Time Schedule
D ay 1

支払明細通知書のファイリング、
PC入力作業、
封筒作成

D ay 2

空室点検同行、
退室精算入力作業、
書類ファイリング

D ay 3

パソコンでの部屋の探し方、
物件内見、
来店時のお茶出し

D ay 4

AOSの取扱いと仕組み、
物件の写真撮影、
入居前チェック、
来店時のお茶出し

D ay 5

AOSの取扱いと仕組み、
物件の写真撮影、
物件内見、
来店時のお茶出し

D ay 6

物件調査、
物件写真作成、
図面作成

D ay 7

物件内見、
写真撮影、
接客の流れ、
契約手続き同行

D ay 8

物件調査、
売買契約手続き同行、
広告ファイル

D ay 9

更新・保険業務、
契約書出力、
督促訪問同行

私はこの夏、全９日間のインターンシッ

勉強になりました。中でも特に印象に残っ

プに参加しました。私が派遣されたのは、

ているのは、重要事項説明に立ち会わせ

つき、より深く理解することができました。

る良いきっかけになりました。この経験を

地域に密着した不動産会社です。研修機

ていただいたことです。実際の契約を拝

今回のインターンシップは、不動産業

生かし、就職活動や残りの大学生活を有

関は、ビルメンテナンス、システム、賃貸

見したことで、宅建の勉強が業務と結び

界の中でも何を仕事としたいのかを考え
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自分のやるべきことが理解できたインターンシップ

近江屋 智樹さん
Omiya Tomoki

ホスピタリティ・ツーリズム学部
ホスピタリティ・ツーリズム学科3年
研修機関：日中平和観光株式会社
業

種：サービス業（旅行）

と思っていましたが、実際は異なり、オフィスでのパソ
コン作業や電話対応などの裏方のような仕事が多くあ
りました。データ入力やコピーなど、一日中椅子に座っ
ての仕事の辛さを知りました。
しかし、
「人と関わる」
「人のため」という点では異なっ
てはいませんでした。私は、他の部署の VISA 課やイン
バウンド課の仕事も体験させていただきました。VISA

私は、日中平和観光株式会社で旅行業界の仕事を体

意義なものにしたいと思います。

Time Schedule
D ay 1

印刷、
データ入力、
旅行業や旅行会社についてのレクチャー

D ay 2

印刷、
データ入力、
同封作業

D ay 3

航空券の手続き、
お客様の名前確認、
パスポート番号の確認等

D ay 4

データまとめ、
税関申請書・渡航者書類・査証申請書の作成、
同封作業

D ay 5

羽田空港でのお客様お見送り、
同封作業、
データ入力

D ay 6

電話対応、
プレゼンテーション準備

D ay 7

中国VISAセンターや外務省での書類申請

D ay 8

中国からのお客様に向けたスキープランの作成

D ay 9

スキープラン日程表作成、
ホテル訪問に同行

Day10

スキープラン日程表作成、
プレゼンテーション

課では、中国に行くお客様の VISA 申請や、申請窓口に

験することができました。自分が思っていた仕事は、

行き手続きをするなどの外回りも行いました。インバ

ルを訪れ、外国人のお客様が宿泊するホテルの見学も

ことを知りました。インターンシップを通して、今後自

お客様と対面し旅行プランを考えたり提供することだ

ウンド課では、京王プラザホテルを含め 2 か所のホテ

させていただき、部署によって様々な仕事内容がある

分がやるべきことがわかり、本当に良かったです。

浦安キャンパスキャリアサポートセンター
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日本での就職を考えている人はいますか？ 母国と日本の企業では考え方や文
化など異なることばかり。社会に出る前にインターンシップに参加することで、

留学生の
インターンシップ

日本企業のルールを体験することができます。ただし、参加条件に日本語能力
を挙げている機関がほとんど。まずは日本語能力を高め、参加しましょう。

留学生が応募可能な
研修機関の実績や
体験レポートを Check

総合教育センター主催 2017 年度留学生募集機関（参考）
●浦安ブライトンホテル東京ベイ
●サンルートプラザ東京
●ラフォーレリゾート修善寺
●ヒルトン東京ベイ
●㈱ジェイ・ブロード
●ジェフユナイテッド㈱
●日本サード・パーティ㈱

他

※今年度の募集については、ガイダンスで確認してください。
※研修機関で面接などがあり、
受入が不可となる場合があります。
※学部・学科・教員主催のインターンシップの詳細は、
各自各学部や担当教員へ問い合わせてください。

留学生体験レポート
AI の世界を体験して

宋 知ミンさん
Song Jimin

外国語学部日本語学科 3 年
研修機関：日本サード・パーティ株式会社
業

種：情報通信業

※学年は実施学年

させることはできないと思います。

で上下関係の壁がないことについ

が発展し人々の生活がもっと過ご

て体験したいと思い、インターン

その作業を自分の手でやってみる

ても驚きましたが、そのような自由

しやすいものになると思います。そ

シップに参加しました。普段の生

ことができました。

な雰囲気だったからこそ仕事に集

の過ごしやすさの裏には色々な人

自分の専攻ではない業界につい

活で AI のロボットを触ることはで

研修先は、自分が今まで考えて

きますが、AI に情報を入れて回答

いた会社の雰囲気とは違い、自由

明海大学

中できたのだと思います。
この先の未来では、今よりも AI

の苦労があることを、この２週間の
インターンシップで学びました。

外国語学部／経済学部／不動産学部／ホスピタリティ・ツーリズム学部

浦安キャンパスキャリアサポートセンター

〒279-8550 千葉県浦安市明海 1 丁目
TEL. 047-355-5118 FAX. 047-355-5117

