
明治大学国際教育センター主催

海外実習
オーストラリア・インターンシップ

海外実習（オーストラリア・インターンシップ）
２単位（所属学部により履修条件、単位取り扱いが異なります）
【奨学金（受給要件あり）】
・JASSO海外留学支援制度奨学金対象プログラム（7万円）
・国際化サポート海外留学奨励金（7万円）

期間：２０１９年８月３日（土）～９月1日（日）
募集人数：１５名（最少催行人数１０名）

参加条件、申し込み方法詳細は国際教育センターの
ホームページからご確認ください。



プログラムの特徴

1. グローバルな環境でのインターンシップ

一般企業、観光関連、ホテル業、幼児教育、日本語教師アシスタント、福祉施設 等

実際に、シドニーの企業や各種団体に入り約４週間、インターンシップを行います。

インターンシップでの経験は、帰国後の専門分野の研究や就職活動を含めた、将来の進路選択に大変役に
立ちます。また、自分のコミュニケーションスキルを実社会で試す良い機会でもあります。
※TOEICの点数や専門分野での科目履修経験等、参加の目安となる条件がある場合があります。

2. 世界TOPレベル シドニー工科大学での特別講義
著名人を多く輩出し、ビジネス界と強い繋がりのあるシドニー工科大学を訪問します。特別講義（インターンシ

ップで使えるビジネス英語）の授業に参加。現地の学生と交流を行う機会もあります。世界TOPレベルの大学生
たちと直接意見交換を行うことで、新しい発見をすることや視野が広がるだけでなくキャリア意識を向上させるこ
とができます。

4. 現地日本人アドバイザーによるサポート
OKCは、研修先のオーストラリア、シドニーに直営事務所を配置しております。日本人アドバイザーは、イン

ターンシッププログラムが円滑に行われるよう、現地到着時のオリエンテーションの実施、研修期間中のホーム
ステイやインターンシップの活動についての相談、緊急時の対応などのサポートをいたします。

3. 一般家庭でのホームステイ
このプログラムでは原則として、オセアニア交流センターが紹介するホームステイ先に滞在します。 オース

トラリアの一般家庭に滞在することにより、オーストラリア人の生活を体験できます。皆様には、健康状態、アレ
ルギー、持病の有無、趣味等の個人データをホームステイ申込書に記入してもらいます。これらの申込書を基
にホームステイ先をアレンジします。
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取得可能単位： ２単位

【単位の認定について】

修得した単位の取扱いは学部によって異なります。単位の取扱いについては、
GLOBAL NAVI 2019 の「グローバル人材育成プログラム科目単位の取扱い」を

確認してください。

９月卒業予定の学部４年生（早期卒業生含む）及び大学院生への単位付与は認め
られません。

【履修要件】

TOEIC（IPを含む）600点以上

TOEFL iBT62点以上、TOEFL ITP503点、IELTS5.5、実用英語技能検定試験2級

本学における前年度英語科目の成績評価係数2.3以上に相当する英語力を有する
ことを履修条件とします。

◆履修希望者は、履修要件を満たしていることを確認するため、英語力を証明する
書類の提出が必須です。期限内に書類提出ができない場合は、履修できません。

【配当年次】

学部生1年生～４年生（大学院生応募可）

【その他留意事項】
◆本プログラム参加については、事前に保護者とよく相談し、同意を得た上でご応
募ください。
◆ 本プログラム申込み後の参加辞退は認められませんので、プログラムの条件や
詳細をよく確認した上でご応募ください。

◆本プログラムに参加するためには、オーストラリアの訪問ビザ(サブクラス600)を
取得する必要があります。そのため、同ビザを取得できる学生のみを対象とします。
※日本国籍以外の方はお申込み前に事前にご相談ください。

※学部生の参加が優先されますが大学院生も応募可能です。ただし、大学院生は
定員に余裕があった場合のみ参加可能となります。
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インターンシップ先としての魅力
～オーストラリア・シドニー～

経済都市
人口約450万人のオセアニア最大の都市。ビジネス、資源、環境対策、医療、学術、

芸術、スポーツなど、あらゆる分野の最先端が国内のみにとどまらずオセアニアの
中心という位置づけ。

特にアジア圏と関係が強いことから、日本のみならず、世界の一流企業の社員研修
地として近年注目を集めている。

観光・イベント
街のシンボルであるシドニー・オペラハウスは一流のコンサートホールとして世界的
に知られるほか、インターンシップが行われる８月には「シティ・トゥ・サーフ」という６
万人以上が参加するマラソン大会が行われる。

緊急時の医療
現地の病院では、日本と変わらない質の高い医療サービスが受けられる。また日本
人スタッフや日本人医師が常駐している病院も多数あり、緊急時なども安心して診察
を受けることが出来る。
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海外インターンシップ
２０１９年スケジュール

研修地：オーストラリア・シドニー

研修内容：インターンシップ４週間

日本出発日

2019年

8月3日

（土）

• 羽田国際空港ターミナル3階 （成田空港の可能性もございます）

阪急交通社団体カウンター前に集合

• 羽田空港発、空路、研修地シドニーへ

現地到着
8月4日

（日）

• 現地シドニー空港に到着

• OKCスタッフが、空港にてお出迎え

• ホームステイ開始

特別講義

&

現地オリエンテーション

8月5日

（月）

• シドニー工科大学を訪問。 特別講義受講と現地大学生とのディス

カッションや交流を通して、今後の日本、日本企業、また、自分自

身のグローバル化について研修します

• 夕方はシドニー市内ホテルにて現地オリエンテーション

インターンシップ体験

8月6日（火）

～8月30日（金）

約4週間

• 一般企業、ツーリズム、教育施設などでのインターンシップ体験

• インターンシップ受け入れ先から評価表と修了証

シドニー出発 8月31日 （土）

• 専用車のお迎えまでご自由にお過ごしください

• ホストファミリーとお別れ。専用車にて現地シドニー空港へ

• 出国審査後、空路、羽田（もしくは成田）へ

日本到着日 9月1日 （日）
• 翌朝 羽田（もしくは成田）空港 着

• 到着後、解散
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インターンシップ先一覧

※上記の業務内容はあくまでも目安です。個
人のスキルにより業務内容は変わりますので
ご了承ください。
※ここでの英語力はあると好ましいというこ
とで、絶対条件ではありません。
※派遣先は受入が不可能となったり、新たな
受入先が追加になるなど社会事情、経済事情、
国際事情により随時変化します。
※派遣先は現地受入先の事情や上記のような
条件を充分考慮した上での総合判断により決
定されます。
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分野 内容 語学の目安

一般外資企業
（オフィスワーク）

外資系企業にて、一般事務、総
務、経理などのアシスタント業務

上級

旅行代理店
旅行会社でのツアー管理業務、

ガイドアシスタントなど
中級

ホテル
現地のホテルにて、フロントや
レストランでのアシスタント業

務など
上級

メディア関係
（日経新聞社・雑誌など）

現地日系新聞社や雑誌社な
どでの一般事務や編集作業
のアシスタント、営業ヘルプな

ど

上級
※関連アプリのスキル要

販売関係
販売、接客業務、在庫管理、
マーケティング資料作成アシ

ストなど
中級

クルーズ会社
クルーズでのウェイター・ウェ

イトレス業務
上級

ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人での一般事務やイ
ベントのアシスト業務など（ナ

ショナルトラスト等）
中級



インターンシップ体験談

旅行会社

時間と経費のバランスを考えながらいか
に効率よくお仕事をするかという大切さ
を学びました。インターン先での積極性
は大切だと学びました。

一般企業

ビザや人材派遣業務を行っているコン
サルタント会社で、クライアントの資料
をPCに取込んだり、必要書類の提出な
どを行いました。

クルーズ

ランチクルーズでの接客、片付け、サン
セットクルーズのテーブルセッティング
を行いました。ホスピタリティについて
の講習が必須なので、オーストラリアの
サービス産業を深く知ることも出来まし
た。

慈善事業団体
慈善事業NPO団体の経営するリサイク
ルショップにて、寄付品の分別や陳列、
商品管理を行いました。多国籍のスタッ
フとコミュニケーションをとることの大切
さと難しさを学びました。

ホテル

ハウスキーピング、フロント、オフィス
ワークまで経験。このプログラムで養っ
た主体性、挑戦心、失敗を恐れない心、
適応力を活かし、自信につなげていき
たいです。
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シドニー工科大学への訪問

University of Technology Sydney (UTS) 
ニューサウスウェールズ州シドニー工科大学

◆大学の種別： 公立大学
◆創立年： 1988年
◆学生数： 約39,074名

◆特色：シドニー市の中心地にメインキャンパスがある唯
一の大学

テクノロジーの分野で高い評価を受けており、ビジネス界
と強い繋がりを持っていることでも有名です。約80％の

卒業生がフルタイムの就職を遂げており、シドニーの大
学ではトップの就職率の実績を持つ大学です。

1日の流れ（例）：
10：00 インターンシップのための

ビジネス英語の講義
12：00 ＵＴＳの学生による学校案内

ディスカッション
12：30    学食でランチ
13：00 終了
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ホームステイ

● ホストファミリーの選定基準

①事前にOKCのスタッフが訪問し、適切であると判断された家庭

②ボランティアの精神を持ち、英語を母国語としない留学生の受入れに対して理解がある

③通学可能な範囲の家庭 （最大1時間前後。交通手段はバス、地下鉄、徒歩など）

④原則として、独立した部屋を提供出来る

⑤食事を提供出来る （原則として月曜日から金曜日は朝夕の２食、土日は３食）

⑥原則として1人1家庭滞在 （外国人留学生の同居の可能性がございます）

⇒ OKCの登録家庭には、無犯罪証明書を提出していただいております。

● ホームステイ内容

ホストファミリーには、何度も留学生を受入れた経験のある家庭、初めて受け入れる家庭、何人
もの子供がいる大家族、母親と子供だけの家庭もあります。ホストファミリーは各家庭それぞれ
独自の生活様式を持ち、留学生を善意で受け入れていただいておりますので、各家庭の生活
様式を理解し、尊重することが大切です。このプログラムではホテルステイでなく、ホームステイ
をしていただくことになります。このプログラムの主旨の根底に｢国際理解｣というものがあります。
ただ表面的に訪問・交流をすることではなく、オーストラリアの一般家庭に入り、現地生活を体
験することで日本では得られないことを吸収することが目的です。オーストラリアは移民で成り
立っている国であり、様々な人種の方々が同じ社会に共存して生活しています。それを自分自
身の体験とすることで、多様な文化を分け隔てなく受け入れる心を育てるきっかけにもなります。
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ＯＫＣ日本人アドバイザー・サポート

◎明治大学の実施趣旨を理解し、研修プログラム・カリキュラムが
円滑に進行するよう、内容を把握・管理運営する。
◎到着時、参加者へのオリエンテーションを行ない、インターンシ
ップ・ホームステイなど滞在中の注意事項や心構え・両替・乗り物
の利用方法・電話のかけ方等、現地事情を説明する。
◎参加学生に適宜声をかけ、健康状態のチェックと、悩み事・困っ
た事などがないか相談にのり、アドバイスをする。

◎緊急連絡先（自宅の電話番号や携帯電話の番号）を参加学生とホ
ストファミリー双方に伝え、万が一の場合は最初に連絡が入るよう
にする。特に週末・夜間などに緊急事態が発生した場合、ホスト
ファミリーやインターンシップ先のスタッフらと連絡を取り、協力
して事態の収拾に努める。
◎緊急時には現地の病院・警察・領事館に必要に応じて、連絡を取
り合う。

研修中

◎ホストファミリーとうまくいかない等やトラブルがあった場合は
学生とホストファミリーの間に入り、双方の話を聞きながら、問題
解決に対処する。
◎インターンシップ先などと常にコンタクトを取り、日本の趣旨と
現地の事情を加味しながら、助言などの仲立ちをし、双方にとって
なるべく理想的な形での研修内容、カリキュラムに軌道修正、研修
・交流が無事に終了するように対応する。

ＯＫＣの日本人アドバイザーは、現地在住で、その土地の事情や文化、
習慣を熟知した日本人の中から選ばれております。

緊急時

その他



ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ、
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
等

明治大学

ホストファミリー

プログラムコーディネーター

ホームステイ
コーディネーター

ダイレクター
オブスタディ

OKC国際教育開発室

研修校
および

インターンシップ先

研修全体の組み立て

現地講師

引率者

参加者

病院 警察 領事館

緊急連絡

OKC現地オフイス

明治大学担当
日本人アドバイザー 講義打合せ

行程全体
の

打合せ

研修全体
の

打合せ

研修全体の検討

現地でのサポートはOKC株式会社が協力して迅速にサポート致します。

現地サポート体制
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OKCシドニーオフィスのご案内
住所 : LEVEL７, 97-99 BATHURST STREET, SYDNEY, NSW 2000, AUSTRALIA

TEL: 02-9283-4564  FAX: 02-9283-4606

新聞・情報誌など、現地情報が満載。お気軽にご相談ください。

今、心に描いていらっしゃる「オーストラリアでの留学生活」は

どのようなものでしょう。海外生活は初めてという方、期待と不安で一杯
という方、皆様それぞれかと思います。

滞在期間中、多くの出会いが皆様を待っています。ただし、その出会い
やチャンスは、皆様が積極的にそれを受け入れてこそ輝くものです。

最初は日本との違いに驚いたり、戸惑ったりされるかもしれません。でも、
その「違い」との出会いも、一つの大きな出会いです。人生の中でオース
トラリアの生活を実際に体験できる機会はそれほど多くはありません。

貴重な時間の中でできるだけたくさんの経験をして、素敵な思い出を作っ
ていただけるよう、私共もサポートさせていただきます。
安心してお越しくださいね。



実施予定日 内容 備考
2019年4月15日(月)

時間：12：40～13：20
会場：生田キャンパス

中央校舎0302教室

2019年4月17日(水)
時間：12：40～13：20
会場：中野キャンパス

304教室
2019年4月18日(木)

時間：12：40～13：20
会場：和泉キャンパス

第一校舎 413教室

2019年4月19日(金)
時間：12：40～13：20

会場：駿河台キャンパス
リバティタワー

1065教室

≪参加学生の募集説明会≫

◼ プログラム趣旨の説明
◼ 募集要項等の配布
◼ 現地実習内容の説明
◼ 出発までのスケジュールの説明

※昼食持込可

※海外実習（オーストラリ
ア・インターンシップ）
短期海外実習（アメリカ・
インターンシップ）
短期海外実習（ベトナム・
インターンシップ）の合同
募集説明会

2019年5月13日(月) 17:00まで ≪申込期限≫
申込方法詳細：
https://www.meiji.ac.jp/cip/kaigaijisshu/i

ndex.html

◼ Oh-o! Meijiからのオンライン申込
◼ 書類提出（インターンシップ申込

書・英文履歴書等）

申込提出先：
各キャンパスの国際教育事
務室（和泉海外留学）
中野３Ｆ事務室海外留学担当

2019年5月21日(火)

時間：18:00～19：30
会場：駿河台キャンパス

アカデミーコモン
308Ｅ教室

≪オリエンテーション≫
【参加必須】

◼ 日程，内容の説明
◼ ホームステイの説明
◼ 海外旅行保険、レンタル携帯電話

などのご案内
◼ ビザSubclass600取得方法のご案内
◼ 参加申込金・航空運賃予約手数料

15,000円のご請求書発行（返金不可）

ご入金締め切り：
5月24日（金）

2019年5月24日(金)
≪参加申込金・航空運賃予約手数料

入金期限》
振込先：
株式会社阪急交通社

出発スケジュール

→次のページへ

13



2019年5月25日（土）
会場：駿河台キャンパス

グローバルフロント
控え室：403G教室

≪インターンシップ面接≫
【参加必須】

◼ インターンシップに対する動機の
確認

◼ 希望職種・業種の確認

※お一人15～20分程度
※集合時間および面接時間
は5月21日（火）オリエン
テーション時にお知らせし
ます。

2019年5月 31日（金） ≪必要書類の提出≫
◼ パスポートコピー、保険申込書等
◼ インターンシップ誓約書、ホームス

テイ・アプリケーション
◼ 旅行お伺い書

提出先：
OKC株式会社

2019年6月3日（月） ≪研修費用（プログラム費用+航空運賃諸費用）
の支払い≫

◼ 請求書を発行

参加申込金・航空運賃予
約手数料15,000円を差し引
いた金額が請求されます。

2019年6月21日（金） ≪研修費用
（プログラム費用+航空運賃諸費用）
の入金期限≫

入金先：
株式会社阪急交通社

2019年7月18日（木）
時間：18:00～19:30

会場：駿河台キャンパス
グローバルフロント4031教室

≪渡航前オリエンテーション≫
【参加必須】
◼ 渡航準備
◼ 持参物
◼ 出発の際の注意事項

2019年7月22日（月）
時間：18:00～19:40

会場：駿河台キャンパス
リバティタワー

1084教室

☆２回目、３回目の日時、
会場は備考欄をご参照ください

≪事前学習（全３回）≫
【参加必須】
◼ 実務研修のための準備
◼ 異文化理解や異文化適応に関わる基

本的な概念
◼ ビジネス英会話の練習

2019年8月1日（木）
時間：13:00～14:40

会場：駿河台キャンパス
グローバルフロント

4021教室
2019年8月1日（木）

時間：14:50～16:30
会場：同上

≪プログラム実施≫2019年8月3日（土）～9月1日（日）

2019年9月18日（水）
時間：13:00～14:40

会場：駿河台キャンパス
アカデミーコモン309Ｇ教室

≪帰国後の事後学習≫
【参加必須】

◼ 本講座の最終総括

実施予定日 内容 備考

出発スケジュール
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【奨学金（受給要件あり）】

・JASSO海外留学支援制度奨学金対象プログラム（7万円）

・国際化サポート海外留学奨励金（7万円）

【参加申込金・航空運賃予約手数料】※5月21日のオリエンテーションにて請求書をお渡しします。

お申込金、及び航空運賃予約手数料として15,000円を５月２４日（金）までに

株式会社阪急交通社にお振込ください。※返金不可

研修費用（概算）
学生10名参加の場合

【取消料】

◇現地大学特別授業、ホームステイ、インターンシップ、現地空港送迎（往復）、ＯＫＣプログラム管理費、現地サポート費、航空運賃諸経費

取り消し日 取消手続費用

お申込み手続き開始後（5月24日以降） 阪急交通社航空券取消料15,000円

日本出発日の45日前（6/19）から15日前（7/19）まで
¥32400+プログラム費用の15％
+阪急交通社航空券取消料20,000円

日本出発日の14日前（7/20）から7日前（7/27）まで
¥32400+プログラム費用の50％
+阪急交通社航空券取消料20,000円

日本出発日の6日前（7/28）から出発当日（8/3）まで

¥32400+プログラム費用の80％
+阪急交通社航空券取消料30,000円～

航空券運賃の50％
※出発当日お取消の場合、お取消をしたタイミングにより航空券取消

パーセンテージが変動します

日本出発以降または当日無連絡取消の場合
¥32400+プログラム費用の100％
+阪急交通社航空券運賃全額

※出発日の前日より起算となります。※プログラム費用にはＯＫＣプログラム管理費用（32,400円）は含まれません。

● ￥５５６，５７２（①+②）
①プログラム費用 ￥３８３，３５２
②航空運賃諸費用 ￥１７３，２２０

(円換算ＡＵＤ$=￥８４）

※2019年3月を基準に算出しています。航空運賃諸費用に関しては、現時点での予約可能な航空券の概
算費用になります。予約の時点で、費用が変わることがございます。また、参加者数が10名以下の場合や

為替・燃油特別付加運賃の変動等により代金が変更となる場合がございます。（催行人数は１０名～１５名
までとなります。）
参加申込金・航空運賃予約手数料（15,000円）を差し引いたプログラム費用のお支払いは、6月21日（金）
までに株式会社阪急交通社にお願いいたします。実際の請求書のレートは 6月3日（月）を基準に算出いた
します。

（Ａ）上記費用に含まれるもの
①プログラム費用：現地大学特別授業料、ホームステイ費用（平日：朝夕2食・土日3食付）、
インターンシップ費用、現地空港送迎（往復）、ＯＫＣプログラム管理費用（32,400円）、現地サポート費用

②航空運賃諸費用： （カンタス航空直行便利用予定）航空運賃、
諸税、国内・海外空港利用料等 ※発券のタイミングでは燃油サーチャージ発生の可能性がございます。

（Ｂ）上記費用に含まれないもの
本学指定の海外旅行保険料、日本国籍の方のSubclass600 ビザ申請費用（2019年3月現在AUD$140）、

ホームステイ先からインターンシップ先の毎日の往復交通費、平日の昼食代・お小遣いなどの個人費用、
日本国内交通費（自宅⇔羽田・成田空港）など

15


