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Meikai University offers internships in a variety of fields such as hotels, information and communication technologies,
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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Model Case
Profile

小林 博美レベッカアシャンティさん
Kobayashi Hiromirebekkaashantei

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：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
業
種：サービス業（ホテル）
2021年 8 月2日〜 8 月30 日実施
※学年は実施学年

人前に出ることが苦手でしたが、お客様のために勇気を出して行動し、
積極的に関わることができるようになりました
──インターンシップに参加しようと
思ったきっかけは？
元々はエアライン業界のみを志望していま

研修中に一番印象に残ったことは、覚える
ことが非常に多いことと、その範囲も広く、

──インターンシップを通じて
学んだことは？
分からないことは、遠慮せずに先輩にうか

したが、大学で学ぶうちに視野が広がり、ホ

毎日が精一杯であったということです。例え

がい、次回からは自身で対応することができ

テルにも興味を持ち始めました。そのタイミ

ば、ホテル内施設のサービス内容・営業時間

るように記憶を定着させることを学びました。

ングで、インターンシップガイダンスが開催

はもちろんのこと、交通機関の時刻・利用方法・

されることを知り、参加してみようと思った

おすすめの観光情報等を頭に入れ、お客様に

ことがきっかけでした。

分かりやすく説明する必要がありました。

──配属された部署と実際の業務内容は？

──嬉しかったことは？

──インターンシップへの参加を
考えている人に向けメッセージを！
インターンシップに参加することで、視野
が広がります。現場の体験によって、今まで

ご案内したお子様が、私のことを覚えてく

持っていたイメージと違うことに気付くかも

業務内容は、お客様の出迎え・アテンド・荷

ださり、チェックアウトの際「昨日はたくさ

しれません。また、興味が無かった仕事の魅

物の受渡しの他、ご要望への対応や館内案内

んお話をしてくれて楽しかったよ、また来る

力を発見することができるかもしれません。

など、幅広い業務を担当しました。

ね」と嬉しそうに話してくださったことです。

現場で感じる緊張や体験は、社会に出た際、必

そのお子様が好きなキャラクターのことや旅

ず役に立つと思います。新しい自分を発見する

行の計画についてお話をしたのですが、お客

第一歩となりますので、ぜひ挑戦しましょう。

ベルサービスという部署に配属されました。

──参加する前に不安だったことは？
世界的に有名な一流ホテルであったことも
あり、お客様に対して、適切に対応すること
ができるか非常に不安でした。
──参加するにあたり気をつけたことは？

様からこのような言葉をいただいたのは初め
てであったため、純粋に嬉しかったです。
──インターンシップを終えて
自分の中で変化したことは？

動作や身のこなし方、言葉遣いについて、

人前に出ることが苦手でしたが、お客様の

気をつけました。特に、姿勢・お辞儀の仕方・

ために勇気を出して行動し、積極的に関わる

視線などは、大学でトレーニングしていたた

ことができるようになりました。

め、意識して実践しました。お客様の前では
もちろんですが、社員の皆様方と接する際も、
ビジネスマナーを徹底しました。
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──研修中で印象に残ったことは？

明海大学インターンシップガイド 2022

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

1.5%
0.0%
大変不満 0.0%
普通

昨年度の夏季インターンシップ参加者 66 名にアンケートを取ったところ、
98.5％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。

やや不満

やや満足

参加者の声

REAL VOICE

●幅広い業務を経験することができ、職種についての理解が深まりました。
（ホテル）
●業務だけではなく、社会人として求められる知識・マナー・考え方や行動も
学ぶことができました。
（ホテル）
●アルバイトでは得ることができない現場の緊張感や責任を経験することが
できました。
（ホテル）
●目の前でプロの仕事を見て学び、職業に対する憧れが具体的な目標に変わ
りました。
（ホテル）
●視野や可能性を広げるため、志望業界以外のインターンシップにも参加し
たいです。
（サービス）

13.6%
Questionnaire
Results

84.9%
大変満足

●研修先の先輩方が真剣に指導してくださり、社会人として働くことの意義
や厳しさも学ぶことができました。
（サービス）
●普段あまり接することがない世代や外国人の方々とも接することができ、
とても新鮮でした。
（サービス）
●職業に対する価値観や視野が広がり、成長することができたと実感してい
ます。
（サービス）
●地域社会や市民の皆様のために働くという意義・やりがい・責任感を学ぶこ
とができました。
（地方公務）
●大学卒業後は地方公務員をめざしているため、具体的な業務を経験できた
ことは非常に貴重な経験となりました。
（地方公務）

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㈱／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／JTP㈱ 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

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

野村證券㈱／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
イホテル＆ヴィラズ／南三陸ホテル観

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

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㈱／

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

㈱ホロスエンターテインメント 他

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。

http://www.chibakeikyo.jp/

https://job.rikunabi.com/

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

● マイナビ

● キャリタス就活

https://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） https://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

学生区分

各2

8

（グローバル・マネジメント メジャー、
ビジネス＆プロフェッショナル・
コミュニケーション メジャー）

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

2022年度入学生

授業科目名
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

2017〜2021年度入学生
及び2022年度入学生

ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・ツーリズム
産業海外研修 A・B

専門科目

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）

ホスピタリティ・
ツーリズム

（デジタル・イノベーション
メジャー）

デジタライゼー
ション

単位数（上限）
各4
36
各2

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

デジタル・イノベーション
実地研修

2

38

● 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、履修の手引及びシラバス等を参照してください。

※詳しくは各学部の 2022 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

01

チームの一員としての役割や行動を学んだ

Time Schedule
Day1

小貝 遥さん
OGAI HARUKA

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 JTB グローバルマーケティング＆トラベル

対応していました。このことが、ミス

Day2

ビジネスマナー・語学・海外文化研修

チームとして接遇業務を成功させる

を未然に防いだり、予定していた内容

Day3

動線・無線機器等動作確認

ためには、自身の担当だけではなく、

が急遽変更になった場合であっても、

Day4

大会関係者受入準備・接遇業務

すべての動線を把握し、情報共有を

支障なく運営できることに繋がると

Day5

大会関係者受入準備・接遇業務

はこのインターンシップを通じて、

密に行うことが必要であることを学

実感しました。また、自身の価値観の

Day6

大会関係者受入準備・接遇業務

びました。私は自身の担当業務で精

みで判断せず、お客様のニーズ・価

東京オリンピックに関連したイン

一杯でしたが、本部では、すべての

値観を汲み取り、状況に応じた対応

Day7

大会関係者受入準備・接遇業務

ターンシップに参加しました。主な活

情報を取りまとめ、各部署に速やか

を身に付ける必要があることや、接

Day8

大会関係者受入準備・接遇業務

動内容は、海外からの大会関係者の

に的確な指示を出し、さらに複数部

遇業務における第一印象の重要性を

Day9

大会関係者受入準備・接遇業務

空港における接遇業務などでした。私

署との連携・調整を図るなど冷静に

改めて認識することができました。

Day10

大会関係者受入準備・接遇業務

業

種：サービス業（旅行）

02

業界や業務についてのイメージが大きく変わった

Time Schedule
Day1

オリエンテーション・各種アカウント設定

Day2

各種ソフトウエア運用方法の学習

Day3

各種ソフトウエア運用方法の学習

林 愛斗さん
HAYASHI MANATO

ものでした。しかし、実際の現場では、お

Day4

各種ソフトウエアを運用したデータ作成

経済学部経済学科 2 年

客様と電話・オンライン会議システムなど

Day5

各種ソフトウエアを運用したデータ分析と改善策の検討

研修機関：JTP 株式会社

を活用し、希望する要件や仕様などについ

Day6

医療現場における IT 機器修理の見学

て、何度もヒアリングを行っていました。

Day7

各種ソフトウエアを運用したデータ分析と改善策の検討

IT 企業のインターンシップに参加する

また、チーム内においても、打ち合わせや

Day8

インターンシップ成果発表会に向けた資料作成

ことを通じて、IT 企業自体やその業務内

議論を活発に行うなど、コミュニケーショ

Day9

インターンシップ成果発表会

容についてのイメージが大きく変わりま

ンを重視していることに気付きました。優

した。これまでの印象は、一日中パソコン
の前に座り、一人で黙々とソフトウエアの

業

種：情報通信業

03

環境設定やプログラミングを行うという

なく、お客様にとって何が必要かという視

業は、製造業というよりも、社会や我々の

れたシステムを開発することが IT 企業の

点や姿勢が必要であるということを理解

生活を便利にしてくれるサービス業の一

役割だと考えていましたが、それだけでは

することができました。このように IT 企

種であると考えるようになりました。

就職活動の軸を見つけることができた

鈴木 梨杏さん

だきましたが、特に印象に残ったの

SUZUKI RIAN

は、車検を見学したことです。車検

外国語学部英米語学科 3 年

は、安全性や公害防止の観点から国

研修機関：ダイハツ千葉販売株式会社

が定める保安基準をクリアしている

業

種：小売業（自動車）

かを確認するために義務付けられて

Time Schedule
Day1

オリエンテーション・ビジネスマナー研修

Day2

パンフレット補充等接客準備

Day3

接客対応

Day4

接客対応・見積書作成等事務作業

Day5

接客対応・車検見学

Day6

振り返り・グループディスカッション

いますが、普段は目にすることがな

就職活動の参考になりました。さら

進路についてはまだ検討中ですが、

社会で働くことの具体的なイメージ

いため、貴重な経験となりました。

に、接客の現場では、自動車の販売

インターンシップを通じて接客業に

をつかむことができました。自動車

また、人事担当者様からは、面接・

にも大きく影響するため責任は重大

強く魅力を感じたため、的を絞って

販売会社の接客や事務作業を中心と

グループディスカッションの攻略法

ですが、厳しさの他、やりがいも学

就職活動をしようと考えるようにな

して、様々な業務を体験させていた

やポイントなどを教えていただき、

ぶことができました。大学卒業後の

りました。

今回のインターンシップを通じて、

6

ビジネスマナー・語学・海外文化研修
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仕事ができる人の特徴を学ぶことができた

松井 陸さん
MATSUI RIKU

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：ホテルエミオン東京ベイ
業

種：サービス業（ホテル）

私は約 1 か月間、ホテルエミオン
東京ベイのインターンシップに参加

Time Schedule
Week1

オリエンテーション・施設見学・客室内備品準備・デリバリー

だきました。これらのことを通じて、

Week2

客室内備品準備・デリバリー・ゲストのお出迎え等

いわゆる仕事ができる人の特徴は「常

Week3

客室内備品準備・デリバリー・ゲストのお出迎え等

に業務の目的や意味を考えて行動し、

Week4

客室内備品準備・デリバリー・ゲストのお出迎え・チェックアウト対応等

Week 5

客室内備品準備・デリバリー・ゲストのお出迎え・チェックアウト対応等

そこからより多くのことを吸収し、さ
らに付加価値をもたらすことができ

的に学び、行動することによって知

る人」であると、考えるようになりま

り、あまり学ぶことはないかもしれま

した。例えば、お客様が到着する前に、

せん。そこで、客室内設備や構造を

識や技術をアップデートし続けるこ

お預かりした荷物を届ける業務の場

確認することによって知識が増え、お

とが、パフォーマンスの向上や付加

し、主にゲストのお出迎えや客室へ

合、お部屋の一角にただ置くだけで

客様に情報を提供することができる

価値をもたらすことにつながること

の荷物の引渡業務を経験させていた

は、単純に業務を遂行しただけであ

かもしれません。このように、意識

に気付くことができました。

05

実体験を通じて、職種を理解することができた

藤木 菜緒さん
FUJIKI NAO

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：ラフォ－レリゾート修善寺
業

種：サービス業（ホテル）

Time Schedule
Week1

オリエンテーション・ビジネスマナー研修・フロント業務

Week2

フロント業務・清掃・各施設点検等

Week3

フロント業務・清掃・各施設点検等

のフロント業務は、チェックイン・ア
ウトがメインであるとイメージして
いましたが、実際はもっと幅広い業
務を担当していました。例えば、お
客様の出迎えと見送り・荷物の引渡
し・お客様からのご要望によってお

記念日などに合わせて滞在してくだ

洗濯をうまくこなせず、家族に頼っ

3 週間のインターンシップに参加さ

届けするデリバリーなど、フロント以

さることから、より楽しく、快適に過

ていた部分が多かったことに気付き

せていただき、ホテルのフロント業

外の様々な場面において、お客様に

ごしていただくため、笑顔で対応す

ました。これからは、家でも積極的

務だけではなく、寮での共同生活か

対応することが求められることを理

ることの必要性を学びました。また、

に手伝い、もっと自立した生活を送

らも多くのことを学びました。ホテル

解しました。また、お客様は旅行や

寮での共同生活では、始めは炊事や

ろうと考えるようになりました。
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地方公務員のやりがいや魅力を学んだ

小室 美遥さん
KOMURO MIHARU

れらの業務と並行して、浦安市が抱え

外国語学部英米語学科 3 年

る観光の課題とその解決策について検

研修機関：浦安市役所
業

種：地方公務

経験させていただきました。また、こ

討し、私なりに結論を出して提案しま
した。研修前は、市役所職員の仕事は

Time Schedule
Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Day8
Day9
Day10

オリエンテーション・企業訪問
市内見学・企業訪問
企業訪問
市民祭会議出席・資料作成
データ・資料作成
浦安市が抱える観光の課題とその解決策について検討等
浦安市が抱える観光の課題とその解決策について検討等
浦安市が抱える観光の課題とその解決策について検討等
浦安市が抱える観光の課題とその解決策について検討等
成果発表・提案

私は浦安市役所のインターンシップ

デスクワークが中心であると考えてい

に参加し、商工観光課に配属されまし

ましたが、実際は異なり、かなりアク

今回、インターンシップに参加しな

経験することによって、働くとはどう

た。研修期間中は、ふるさと納税協賛

ティブでした。例えば、市民や関係団

かったら、このような現実を知ること

いうことなのか、地方公務員と一般企

企業への同行・資料作成・市民祭に関

体、一般企業などを訪問し、打ち合わ

はできなかったと思うため、大変貴重

業の違いは何か、やりがいは何かなど

する会議への出席など、様々な業務を

せ・意見交換・調整を行っていました。

な経験となりました。さらに、業務を

の理解を深めることができました。

浦安キャンパスキャリアサポートセンター

7

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 留学生募集機関（過年度参考）
●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
●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㈱
●ＪＴＰ㈱

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
不安があったとしても、まずは挑戦してみることが大切

チュルーンバト ビャンバツェツェグさん
Chuluunbat Byambatsetseg

経済学部経済学科 2 年
研修機関：カヌチャベイホテル＆ヴィラズ
業 種：サービス業（ホテル）
※学年は実施学年

配属されました。開店準備・ホールでの接客・
食品管理・発注など幅広い業務を経験すること
ができました。これらのことを通じて、業務に関
する知識だけではなく、ビジネスマナーやホス
インターンシップは、私にとって初めての経

ピタリティマインドの基本も身に付けることが

験でした。今までホテルに宿泊したことはあり

できました。休日には沖縄の観光地を視察し、

ますが、どのような業界なのか理解していませ

自然の美しさを感じました。また、現地の方々と

んでした。しかし、業界・研修機関の研究やイン

の交流を通じて、ひとの温かみや優しさにも触

タビューを通じて、イメージできるようになりま

れることができました。私はこのインターンシッ

した。さらに現場で体験することによって、深く

プを通じて、不安があったとしても、まずは挑

理解することができました。私は、レストランに

戦してみることが大切であると実感しました。

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

