2017 年度青山学院大学海外インターンシップ
夏期 4 週間プログラム募集要項
アメリカ、オーストラリア、シンガポールでの
グローバルな就業体験
学内での事前事後研修と現地での就業体験を併せた単位
認定対象のプログラムです。業種や職種は多岐に渡るため、
一人ひとりの適正や経験を考慮し、面談の上、実習先のマッ

15 名追加募集

4) 派遣国(都市)・募集人数・費用等

オーストラリア シドニー

5名

参加費用 約 540,000 円


プログラム費用 約 375,000 円、



旅行費用(航空運賃、空港税、海外旅行保険費用)
約 165,000 円

チングを行ないます。計画したことをきちんとやり遂げてみたい、

※シドニープログラム参加費に含まれるもの：ホームステイ費用(平日朝夕 2

海外の職場で自分の英語力を試してみたい、新しいことにチ

食、土日 3 食付)、インターンシップ費用、空港送迎(往復)、OKC プログラム

ャレンジしてみたい等、参加理由は様々です。学内研修での

管理費用、現地サポート費用、往復航空券、海外旅行保険費用。

参加者同士の考えや体験共有の機会も、大学プログラムな
らではの魅力です。ご応募お待ちしています。
＜4 週間インターンシッププログラム申込・参加までの流れ＞

※為替の変動、フライトの空席状況、その他の事情により費用は変更になる
ことがあります。※別途英文履歴書添削指導費用 2,000 円がかかります。

アメリカ(シアトル)、オーストラリア(メルボルン、

申込受付期間

ブリスベン)、シンガポール 計 10 名

5/8(月)～5/10(水)

参加費用(シアトル 約 636,000 円, メルボルン・ブリスベ

各キャンパス国際交流センター窓口に提出(開室時間内)

ン 約 581,000 円、シンガポール 約 546,000 円)

参加者決定



プログラム費用：416,000 円

受付日翌日



旅行費用(航空運賃、空港税、海外旅行保険費

申請書に記入されたメールアドレスに個別に連絡
1) 応募資格
原則として以下の条件を全て満たすこと：

用)：


シアトル 約 220,000 円



メルボルン、ブリスベン 約 165,000 円



シンガポール 約 130,000 円

①学部生（１～4 年生）

※シアトル、ブリスベン、メルボルン、シンガポール参加費用に含まれるもの：

②指定する研修・説明会に参加できること

カバーレター/履歴書添削、インターンシップ手配費用/渡航手続き費用、グ

③本プログラム参加の強い意志と意欲があること

ローバルビジネス研修、出発前オリエンテーション費用、空港送迎(往復)、

④心身ともに健康上、問題のないこと
⑤申込・参加に際し、保証人の同意が得られること

滞在中現地サポート費用、プリペイド携帯、交通 IC カード、到着時オリエン
テーション、中間報告会費用、滞在中の個別相談、ホームステイ費用(朝
夕 2 食付、シンガポールは食事なし)、帰国後のキャリア相談、往復航空券、

※英語力が不明な方は、EFSET を受験してください。

海外旅行保険費用。

(www.ef.com/test/aoyamagakuin)

※為替の変動、フライトの空席状況、その他の事情により費用は変更にな

50 分の無料オンライン英語力判定テストで、終了後、結果がすぐに

ることがあります。

確認できます。

5) プログラム日程
2) 単位認定について
本プログラムは所定の条件を満たすことにより、以下の科目に

都市

期間

シドニー

8/12(土)～9/10(日)

おいて単位認定の対象となります。
2018 年度青山スタンダード科目・テーマ別科目キャリアの技
能（領域Ⅰ）「インターンシップ」 (2 単位)
・インターンシップ先からの評価表、参加者が作成する日報・
週報・研修報告書、事前・事後研修での総合評価
3) 海外インターンシップ奨励金

カンタス航空利用(羽田⇔シドニー)
メルボルン

度一人 1 回限り。4 週間プログラムの場合 7 万円支給。事
前研修時に、申請書類等を配付します。

8/5(土)～9/2(土)
カンタス航空利用(成田⇔メルボルン)

ブリスベン

8/6(日)～9/3(日)
カンタス航空利用(成田⇔ブリスベン)

シアトル

8/7(月)～9/3(日)
デルタ航空利用(成田⇔シアトル)

国際交流センターでは、本プログラムに参加し、所定の条件を
満たした学生に対して奨励金を支給し、支援します。 単年

※日本からの出国、日本への帰国日を含みます。

シンガポール

8/5(土)～9/2(土)
シンガポール航空利用(羽田⇔シンガポール)

6) 出発前～帰国までの流れ
日程

【参加決定後の提出書類】2 点 面談時に提出
予定

面談まで

【ICC】参加申込証拠金￥86,400 入金

5 月中旬

【ICC シアトル/メルボルン/ブリスベン/シンガポール】

(5/17(水)
16:00～他)

5 月中旬

個別面談

①ホームステイ参加申込書、②誓約書
シアトル、メルボルン、ブリスベン、シンガポール申込者提出書類

【申込時の提出書類】4 点
①申込書(本学所定)、②エントリーシート(本学所定)、

【ICC シンガポール】

③英文履歴書(ドラフト)、④英文カバーレター(ドラフト)

現地オフィスとの個別 Skype 面談

【参加決定後の提出書類】3 点 面談時に提出

※シンガポールは 2 回面談を行ないます

①Accommodation Form(証明写真添付)、②誓約書、

【OKC シドニー】英文履歴書添削

③パスポートコピー

(Skype にてネイティブ講師が個別指導します）
※応募時点では英文履歴書及び英文カバーレターはサンプルを参

面談まで

【OKC シドニー】申込金￥32,400 入金

5/20(土)

【OKC シドニー】学内個別面談

6 月下旬

【OKC シドニー】プログラム費用支払・入金

6/24(土)

学内事前研修 3 時間(プレゼンテーション発表)

8）注意事項(申込前に必ずお読みください)

インターンシップの心得、海外で働くということ、日本紹介



7/8(土)

【ICC】グローバルビジネス研修

7/15(土)

【OKC シドニー】出発前オリエンテーション

7/18(火)

【ICC】出発前オリエンテーション

7 月下旬

【ICC】プログラム費用支払・入金

8～9 月

現地インターンシップ

考に Word で下書きを作成してください。参加決定後、実習先提出
に向けて添削し完成させていきます。

本プログラムの往復航空券と海外旅行保険は、国際交
流センターがまとめて手配します。自己都合による旅程の
変更（滞在日時変更、発着地の変更等）は一切認
められません。渡航先地域の天候・安全性の諸事情に
より，募集要項に記載の旅程に変更が生じる場合があ
りますので，予めご了承ください。



本プログラムはインターン先が参加者により異なるため、

※参加者により実習先は異なります

引率者は同行しません。プログラム中は現地受入サポー

帰国後

活動報告書提出

ト機関である(OKC オセアニア交流センター、ICC コンサ

9/30(土)

学内事後研修 1.5 時間(成果報告会)

ルタンツ)が緊急時の対応にあたります。

※学内事前・事後研修はアメリカ、オーストラリア、シンガポール 7 都



インターンシップ先については、基本的に参加者のこれま

市参加者合同で行ないます。

での経歴や大学での専攻に関連のあるインターンシップ

※学内個別面談では、提出書類をもとに、コンサルタントが実習候

先を選定します。受入の決定権はホストカンパニー側に

補 先 の 適 性 と 英語 力 の 確認 を行 な い ます (ICC:30 ～ 40 分 、

あり、参加者が選ぶことはできません。

OKC:30 分程度)。

7) 申込方法
必要書類を、5/8(月)～5/10(水)の受付期間に国際交
流センターに提出してください。



キャンセル料の規定は誓約書を必ずご確認ください。



参加にあたり、本募集要項とパンフレット内容を確認し、
保護者の方とよく相談してから、お申し込みください。



インターンシップ先、ホームステイに手配に関する質問：
＜シドニー＞オセアニア交流センター㈱

※申請書類等は国際交流センターの海外インターンシップウェブペー

〒163-0639 新宿区西新宿 1-25-1

ジからダウンロードしてください。
※学内研修、実習中の資料作成及び連絡は Google アカウントを

新宿センタービル 39F TEL: 03-3340-5300

使用します。Gmail のアドレスをお持ちでない方は、申請前に作成し

＜シアトル、メルボルン、ブリスベン、シンガポール＞

てください。

㈱ICC コンサルタンツ インターンシップ事業部

※英文履歴書の完成指導(シドニー参加者)、面談(シンガポール参

〒150-0011 渋谷区東 3 丁目 16-3

加者)は Skype を使用しますので、参加が決定した際は、ご準備くだ

エフ・ニッセイ恵比寿ビル 1 階 TEL: 03-6434-1315

さい。

シドニー申込者提出書類
【申込時の提出書類】4 点
①申込書(本学所定)、②エントリーシート(本学所定)、
③英文履歴書(ドラフト)、④インターンシップ参加申込書



本プログラム全般に関する質問：
青山学院大学国際交流センター
青山キャンパス 17 号館 2F TEL: 03-3409-8462
相模原キャンパス B 棟１F TEL：042-759-6034
http://web.iec.aoyama.ac.jp/
2017 年 4 月 29 日作成

