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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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朱里さん

外国語学部英米語学科 3 年
研修機関：ラフォーレリゾート修善寺
業 種：サービス業（ホテル）
2019 年 8 月1日〜 22日実施
※学年は実施学年

不安を感じながらも挑戦したインターンシップ
体験を通して自ら積極的に行動する力が身につきました
── インターンシップに参加しようと
思ったきっかけは？

── 研修中で印象に残ったことは？

── インターンシップを通して
学んだことは？

私は将来接客ができる仕事に就きたいと考

ステイ体験やブライダル研修が印象に残っ

自発的に行動することを学びました。困っ

えています。ホテルではより丁寧な接客を学

ています。ステイ体験は実際にホテルに宿泊

ているお客様がいたら自分からお声かけをす

ぶことができると思っていました。そんな時

することでホテルの魅力を知ることができ、

ることで自発性が身についたと思います。

にインターンシップガイダンスに参加して、

お客様に伝えたいと感じました。ブライダル

研修先にホテルがあると知ったことがきっか

研修はインターンシップ生がウェディングド

── インターンシップへの参加を

けでした。

レスを着て、模擬結婚式を行います。ホテル

── 配属された部署と実際の業務内容は？

以外のことも学び、楽しむことができました。

ラフォーレリゾート修善寺内にある伊豆マ

── 嬉しかったことは？

考えている人に向けメッセージを！
興味を持ったことはすべてチャレンジして
ほしいです。実際に現場で働いてこの目で見
て感じて経験しなくてはわからないことがた

伊豆マリオットホテル修善寺にご宿泊のお

くさんあります。たとえインターンシップ先

ました。業務内容は主にお客様のお出迎え、

客 様 は フ ァ ミ リ ー が と て も 多 く、ご 両 親 が

と違う職業に就くとしても、社会を知ること

アテンド、ルームサービス、清掃です。

チェックインの手続きをしている際にお子さ

で今後に必ず役に立ちます。無駄なことはひ

── 参加する前に不安だったことは？

まと遊んだり、コミュニケーションをとる機

とつもありません。何事にも興味を持ってチャ

会がたくさんありました。私になついてくれ

レンジする精神を大切にしてほしいです！

リオットホテル修善寺のフロントに配属され

知らない土地で生活をしながらやったこと

て、その後わざわざ「フロントのお姉さん」

のないホテルでの仕事をこなすことができる

と似顔絵を描いてくれたことがとても嬉し

かどうか不安でした。

かったです。また、やりがいを感じました。

── 参加するにあたり何か気をつけたことは？

── インターンシップを終えて

基本ですが、あいさつに気をつけました。

自分の中で変化したことは？

出勤したら「おはようございます。お願いし

積極的に行動できるようになりました。就

ます。」退勤したら「お疲れ様です。」お客様

職活動では他のインターンシップや会社説明

にも「おはようございます。」
「いってらっしゃ

会に積極的に参加しました。

いませ。」
「おかえりなさいませ。」ときちんと
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あいさつをすることを意識しました。

明海大学インターンシップガイド 2020

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 64 名にアンケートを取ったところ、
9 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

普通

6.3%

やや不満

3.0%

大変不満

0.0%

REAL VOICE

●いろんな仕事や人との連携を見ることができ、
いろんな価値観を知ること
ができました。
（公務）
●高い接客技術を学びたいと思っていたのですが、
自分の思っていた数倍学
ぶことができました。
（小売）

やや満足

21.9% Questionnaire
Results

大変満足

68.8%

●小さなことでも意味があるということが理解できるようになりました。
（出版）
●自分の将来を考える上でとても有意義な時間でした。
（公務）
●自分の強みや弱みを実感できました。
（ホテル）
●１dayインターンシップと違って、
普段は絶対にできないような体験をさせ
てもらうことができ、
あまり詳細までわからなかった部分が見え、
警察官に
なろうというモチベーションがあがりました。
（公務）
●自分のやりたいことに向かって本気で頑張ろうと思うことができました。
（ホテル）
●相手に気を遣うことや人との繋がりを感じることができて新しい勉強にな
りました。
（不動産）
●最初はサービスの仕方が全くわからなかった私に、
皆さんがご丁寧に教え
てくださったので心強かったです。
（ホテル）
●英会話力を向上できたことだけでなく異文化理解やコミュニケーション力
も向上できました。
（航空）
●これからの勉強に向けて自信とやる気がでてきました。
（不動産）
●他大学の方たちと話をすることができて、
色々ためになることを聞くことが
できました。
（小売）

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

各教員が担当授業などでより密着した研

の承諾を受け、大学への報告及び諸手続
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㈱／青山商事㈱／㈱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

金融機関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

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

野村証券㈱／三菱UFJ モルガン・スタ
ンレー証券㈱／㈱メイン／秋田県横手
市／日本マレーシア協会／カヌチャベ

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

／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

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／カタリナマーケティングジャパン㈱／
㈱ホロスエンタテインメント 他

広島建設㈱／㈱スペース／㈱明和地所／㈱
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㈱／

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）／㈱
日テレイベンツ
（長期）
／ワタベ・ウェディ

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

ング・ハワイ（長期）／ JTB ハワイ（長期）
／プリンスワイキキ
（長期） 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

http://www.chibakeikyo.jp/

http://job.rikunabi.com/

● マイナビ

● キャリタス就活

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://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

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
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
科目区分等

共通科目

キャリア形成教育

授業科目名
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

ホスピタリティ・ツーリズム学部

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）
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 2020 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

5

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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仕事に対する考え方や時間に対する意識の重要性を理解

岩田 光立さん
Iwata Hikari

外国語学部英米語学科 3 年
研修機関：株式会社ジェイ・ブロード
業

D ay 1

SPI受験、
SPI対策講座補助

D ay 2

イベント打ち合わせ、
SPI対策講座補助

には一見すると重要に見えない単

D ay 3

障害者向け就職合同説明会の運営補助

純なものも含まれます。しかしどん

D ay 4

事務作業、
採用面接について
（座学）

なに単純でも仕事である以上は必

D ay 5

SPIについて
（座学）
、
SPI対策講座補助

要不可欠であり、さらに単純である
からこそどうすれば効率的に行える

時間は一切ありませんでした。限ら

時間がありました。その中でエント

かいつでも考えて行わなければい

れた時間のなかでより多くの作業

リーシートの内容や面接で求められ

今回のインターンシップで学ん

けないということを、書類のホッチ

をするために社員全員が終始時間

ていることなどを、ケース別に解説

種：出版業

だことは大きく分けて３つありま

キス留めの中で実感できました。２

の意識を持ち、行動していました。

いただき、人事として何を見ている

す。１つ目は仕事に対する考え方で

つ目は時間に対する意識の重要性

３つめは人事としての視点です。イ

かを知ることができました。

す。社会人として請け負う仕事の中

です。インターンシップ中は無駄な

ンターンシップでは多くの座学の
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公務員のイメージが変わったインターンシップ

藤田 祐也さん
Fujita Yuya

外国語学部英米語学科 3 年
研修機関：浦安市（浦安市役所）
業

種：地方公務

Time Schedule
D ay 1

生涯学習課の仕事理解、浦安市内の諸施設見学

D ay 2

小学生向けイベントのサポート

ることがわかりました。私は生涯学習課に配属

D ay 3

高齢者向けイベントのサポート

され、公民館に出向いて子供達やお年寄り主体

D ay 4

動画作品審査会のサポート

のイベントのサポートをしたり、浦安市内を車

D ay 5

写真展搬入受付

D ay 6

データ入力

D ay 7

浦安郷土博物館の見学、
報告書の作成

D ay 8

小学生向けイベントのサポート

で回ったり、郷土博物館の見学を通して浦安市
の歴史や文化、現代の浦安市についての理解を
深めたりしました。また、事業や見学を通して

D ay 9

パトロールの同行、
報告書の作成

Day10

成果報告、
発表

インターンシップに参加する前は、市役所職

自分なりに問題点と解決方策の検討をし、発表

員はひたすらパソコンに向かってデスクワーク

をするという課題も与えられました。子供達や

をするというイメージでしたが、部署によって

お年寄りをサポートすることが多かったため、

題を見出し、解決方策を考えました。市役所職

意外と企画力が必要な部署があることがわかり、

は意外と外に出てイベントに参加する仕事もあ

子供が持つ特性という観点から事業に対する課

員というと定型作業のイメージがありましたが、

仕事理解を深めることができました。

03

イレギュラーなことも学びにつながった

山形 野乃さん
Yamagata Nono

外国語学部英米語学科 3 年
研修機関：ダイハツ千葉販売株式会社
業

種：卸売業（自動車）

初日と最終日での本社研修では

6

Time Schedule

Time Schedule
D ay 1

本社での研修
（マナー研修、
接客ロールプレイング等）

D ay 2

店舗実習
（開店準備、
お客様お出迎え、
清掃、
事務作業等）

を学びました。今後の就職活動に

D ay 3

店舗実習
（開店準備、
お客様お出迎え、
清掃、
事務作業等）

おいても活かせることを沢山吸収し

D ay 4

店舗実習
（開店準備、
お客様お出迎え、
清掃、
事務作業等）

ました。３日間の店舗研修では実際

D ay 5

本社での研修
（店舗実習の振り返り、
人事部からの総括等）

にお仕事を見させて頂き、体験さ
せて頂きました。私の研修先の店舗

お菓子の種類や店内の雰囲気も異

きました。インターンシップを通し

では、店内の雰囲気で「和」を演出

なり各店舗に個性があることがわ

て社会人としての責任や働くことの

するために和柄の折り紙の上にお

かりました。今回研修日程と台風が

大変さを学びました。偶然の災害か

社員の方から企業のことはもちろ

菓子をのせてお出ししたり折り鶴が

重なりイレギュラーなことが起こり

ら予定のインターンシップ以上に多

ん社会人として働く心構えや働く

カウンターに飾ってありました。他

ましたが災害時に車が仮住まいに

くのことを学ぶことができたと思い

上で大切なことなど内面的な部分

の研修生の話を聞くと店舗によって

使えることなど改めて学ぶことがで

ます。

明海大学インターンシップガイド 2020
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裏で多くの人が支えていることを実感

籠瀬 彩さん
Kagose Aya

外国語学部英米語学科 2 年

Time Schedule
Week1

客室課業務
（備品手配・回収・消毒、
ゲストーオーダー対応等）

Week2

客室課業務
（備品手配・回収・消毒、
ゲストーオーダー対応等）

客室課でしたが、客室課の仕事は

Week3

客室課業務
（備品手配・回収・消毒、
ゲストーオーダー対応等）

意外にも接客は少なくお客様をお

Week4

客室課業務
（備品手配・回収・消毒、
ゲストーオーダー対応等）

迎えするための準備がメインでし
た。実際に業務を体験して、アメ

際、接する人はごくわずかで裏で

があるということも学びました。

ニティの並べ方、バルーンのセッ

予想を超える多くの人が働いてい

この１か月は私にとって貴重な時

ト、お風呂の防犯、布団敷きなど

るということを知りました。また、

間であり、やって良かったと思い

今回インターンシップに参加し

ひとつひとつの仕事すべてにお客

ホテルで出会った方々からすべて

ました。この期間で学んだことを

て、普段は見ること、知ることが

様への想いがあり、おもてなしが

の仕事はプレッシャーを感じて責

今後の学校生活やさらにはその先

できないことをたくさん体験する

詰まっていると感じました。私た

任感をもってやるということ、大

に活かしていきたいです。

ことができました。私の配属先は

ちがゲスト側でホテルを訪れる

変さの先にやりがいやおもしろさ

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）
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警察署での貴重な就業体験

石橋 侑和さん
Ishibashi Yukikazu

経済学部経済学科 2 年
研修機関：千葉県警察（浦安警察署）

Time Schedule
D ay 1

警務課による説明、
車両見学、
装備品着装体験

D ay 2

鑑識体験、
交番見学

体験することができました。警察官の

D ay 3

術科体験
（逮捕術）
、
交通取締体験

方々に話を伺い思ったことは、交通取

D ay 4

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）
、移動交番開設

締を行って交通事故が減るという結果

D ay 5

納会試合
（剣道・柔道）
見学、
若手警察職員との座談会

を出し、被害に遭われた方に感謝をさ
れることでやりがいになったり、鑑識

を持って仕事に取り組むことの大切さ

事に就きたいかまだ決まっていないの

で足跡や指紋、被害者や周りの目撃者

を知りました。インターンシップの参

ですが、今回の研修に参加したことで

私は千葉県浦安警察署のインターン

から犯人の特徴を引き出してその情報

加の目的であった就業体験を通じて仕

自己分析をすることができ、活動や仕

シップに参加して、交通取締体験、鑑

を基に似顔絵を描き、犯人を捕まえる

事や社会への理解を深め、社会に出る

事内容だけでなく、自分自身の改善点

識体験、術科体験など、普段行うこと

という目標を持ちながら仕事に取り組

前にビジネスの現場を体感できる良い

に気づくこともできました。

のできない警察官の活動や仕事内容を

んでいることを知り、やりがいや目標

機会になりました。将来どのような仕

業

種：地方公務
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体力やコミュニケーション力も必要だと痛感

古舘 陸さん
Furutachi Riku

不動産学部不動産学科 2 年
研修機関：平林明広土地家屋調査士事務所
業

種：建設業（測量）

Time Schedule
D ay 1

現況測量、
市役所での測量前の事前調査

D ay 2

法務局や市役所での登記の手続き

で感じる事で今後の勉強に対するモ

D ay 3

境界杭設置

チベーションにつながる事、そして

D ay 4

市役所へ書類を取りに行く、
トータルステーションの据え付けについての
レクチャー

D ay 5

事務所作業

D ay 6

杭の位置確認、
草木の伐採、
掘削

就職活動を有利に進められると思っ
たからです。研修は全部で６日間で
した。基本的に晴れている日は全て
現場に測量に出かけました。実務経

登記申請書の書き方などを学びまし

て、測量するために必要な杭を探す

私がインターンシップに参加しよ

験がゼロの私に最初から細かく機械

た。今回の研修で一番感じた事は測

ため土を掘り草木を伐採するなど、

うと思った動機は、土地家屋調査士

の説明、使用方法を教えてくれまし

量の大変さです。測量する前に市役

測量は知識も必要ですが体力やコ

の資格取得を目指しているため、実

た。事務所では「インターネット登

所で必要な書類を確認し、現場では

ミュニケーション能力も多く必要だ

際の仕事風景を見学したり自分の肌

記情報サービス」の使用方法や表題

周りの住民たちの立ち合い許可を得

と感じました。

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 2019 年度留学生募集機関（参考）
●ホテルオークラ東京ベイ
●シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
●東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
●東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート
●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
●青山商事㈱
●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
ホテルのマネジメントや考え方に感銘

セルパ ソナムさん
Sherpa Sonam

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 2 年
研修機関：ヒルトン東京ベイ
業

種：サービス業（ホテル）

※学年は実施学年

テーマパークが近いためレストラ

晴らしいなと勉強になりました。ヒル

思 い まし た。ま た、ヒ ルト ン で は

ことに対して自ら考えて適切な対処

ンはいつも多くのお客様がいらっ

トンでは多国籍の人が働いています

“Make it Right という考え方があり、

方法を取るということです。社員の

しゃいましたが、働く方々はどんなに

が、ヒルトンならではの同じ価値観を

そ れ は Responsibility では なくて

個性を重視していて、それを繰り返

忙しくても、落ち着いてお互いに気

全員が持っていて、ホスピタリティ教

Ownership を取るという意味を持っ

すことで成長にもつながり、その会

を配りながら行動していたので、コ

育がしっかりしていて、いつでもヒル

ています。任されたことだけではなく

社の考え方自体が社員の働きがいに

ミュニケーションやマネジメントが素

トンらしさを感じる雰囲気があると

て、自分がオーナーになって目の前の

つながっているのだと感じました。

明海大学

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／保健医療学部

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

