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「ベトナム商業大学生との交流」
ベトナム人学生とキャリアについて共に考え

夢・目標を語り合う

ベトナム人学生と自身の夢・目標を語り合い、ディスカッション

「現地企業・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｿﾝから、海外での“働く”を学ぶ」
企業実習(インターンシップ)（1ヶ月間）

平均年齢が低く、”若い力”で経済発展を遂げ、
日系企業が注目する「アジアで最も熱い国」

べトナム・ハノイでのインターンシップ

＆

明治大学国際教育センター

2019年度 短期海外実習（ベトナム・インターンシップ）
2019年8月17日㈯～9月14日㈯ (27泊29日間)

＜こんな人にオススメ＞
★将来海外で働いてみたい

★実践的なインターンシップをしてみたい

【企画・募集】ライトハウス・キャリアエンカレッジ㈱ 【現地企画運営】G・Aコンサルタンツ㈱
【旅行手配】㈱明大サポート

https://www.meiji.ac.jp/cip/kaigaijisshu/index.html
※参加条件・申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。

追加募集

【追加募集人数:8名まで】 【申込期限】5/27㈪17:00締切
※定員に達し次第、締め切りとします。
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スケジュール ※下記スケジュールは変更する場合がございます。
滞在日数 日付 曜日 スケジュール 食事 服装

各自空港まで移動

6:45　羽田空港集合予定

8:55　NH857　全日空　羽田空港　発

12:25　ハノイ国際空港　着

　　　空港ロビーに現地スタッフがネームボードを持ってお出迎え 昼:○ カジュアル

夕方 : ホテルチェックイン （機内食）

　　　　　 オリエンテーション、両替所へのご案内

（ホテル泊） 夕:ー

2 8/18 日
午前:各企業の位置案内（予定）

午後:自由行動（周辺環境の調査）

朝:○
昼:ー
夕:ー

カジュアル

【ベトナム商業大学生との交流】
午前:学生交流セレモニー
　　　　 各大学の紹介（プレゼンテーション）
　　　   ベトナム・日本　キャリア観シェアワーク

昼:交流ランチ

午後:自由行動

（ホテル泊）

4 8/20 火 企業実習 朝:○

～ ～ ～ 日中:各自にて通勤、現地企業にて実習を行います。 昼:－

7 8/23 金 （ホテル泊） 夕:ー

8 8/24 土 朝:○

・ ・ 自由行動日 昼:－

9 8/25 日 （ホテル泊） 夕:ー

10 8/26 月 企業実習 朝:○

～ ～ ～ 日中:各自にて通勤、現地企業にて実習を行います。 昼:－

14 8/30 金 （ホテル泊） 夕:ー

15 8/31 土 朝:○

・ ・ 自由行動日 昼:－

16 9/1 日 （ホテル泊） 夕:ー

17 9/2 月 企業実習 朝:○

～ ～ ～ 日中:各自にて通勤、現地企業にて実習を行います。 昼:－

21 9/6 金 （ホテル泊） 夕:ー

22 9/7 土 朝:○

・ ・ 自由行動日 昼:－

23 9/8 日 （ホテル泊） 夕:ー

24 9/9 月 企業実習 朝:○

～ ～ ～ 日中:各自にて通勤、現地企業にて実習を行います。 昼:－

28 9/13 金 （ホテル泊） 夕:ー

29 9/14 土

朝:○
昼:－
夕:○

（機内食）

カジュアル

実習振り返り
9:00-10:00 ▶海外実習全体の振り返りプレゼンテーション準備
10:00-11:00 ▶海外実習全体の振り返り、今後の宣言を発表
12:00:ホテル出発、空港へ移動
15:05:　NH858　全日空　ハノイ国際空港　発
22:15:　羽田空港　着
到着後、解散

ビジネス
カジュアル

3 8/19 月
朝:○
昼:○
夕:－

カジュアル

ビジネス
カジュアル

カジュアル

ビジネス
カジュアル

カジュアル

ビジネス
カジュアル

カジュアル

1 8/17 土
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事後学習

プログラム開始までのステップ

申込

•Oh-o!Meijiアンケート機能よりオンライン申込みフォームを送信

•申請書類一式を提出 提出先:各キャンパスの国際教育事務室・中野3F事務室海外留学担当
※オンライン申込み+応募書類提出を締切までに完了すること。
※申込方法詳細:https://www.meiji.ac.jp/cip/kaigaijisshu/index.html

資料受取
①

•必要書類一式の配布

•手続き関係、保険関係、履修登録

資料受取

②

•①Personal Profile Form、②希望申請書、③申込書および同意書、④プログラム同意書、⑤健康調査票、⑥観光VISA取得手順

•ライトハウス・キャリアエンカレッジより，メールで送付

航空券

書類提出

•旅行手配申込書の提出

•提出先:各キャンパスのキャンパスサポート

受入企業

面談

•受入企業マッチング面談(一人20分程度) 服装:カジュアル

•書類の提出(手渡し) ①Personal Profile Form、②希望申請書、③健康調査票(該当者のみ)
④申込書および同意書、⑤プログラム同意書(1部提出、1部本人保管)
※保護者の方の署名が必要な書類があります

航空運賃
請求書
発行

•航空運賃請求書発行:6月12日㈬頃

•㈱明大サポートより郵送

航空運賃
入金

•プログラム費用(航空運賃)入金締切

•振込先:㈱明大サポート

ビザコピー
提出

•自身のパスポートに貼付済のビザコピー（PDF）をメールで提出

•提出先:国際教育事務室・短期海外研修担当メールアドレス(gogaku23@meiji.ac.jp)

研修費用
入金

•プログラム費用(研修費用)入金締切

•振込先:ライトハウス・キャリアエンカレッジ㈱

渡航前

オリエン

•受入企業情報、出発前説明、出発準備、旅程確認、保険証券配布

事前学習
①②

•海外実務研修の準備，心構え，
異文化理解や異文化適応等

5/27㈪17:00締切

5/29㈬以降

6/1㈯実施
場所:駿河台キャンパス

グローバルフロント
控え室:403F

6/28㈮17:00締切

7/19㈮19:15-20:30
場所:駿河台キャンパス アカデミーコモン308F

ベトナム渡航!! 8/17㈯～9/14㈯

①7/22㈪ 18:00-19:40 
場所:駿河台キャンパス リバティタワー1084教室
②8/5㈪ 10:00-11:40予定
場所:駿河台キャンパス グローバルフロント4021教室

6/28㈮17:00締切

•最終総括 最終プレゼンテーション 9/18㈬ 10:00-11:40
場所:駿河台キャンパス アカデミーコモン309G

5/29㈬～5/30㈭
場所:各キャンパスの国際教育事務室・中野3F事務室海外留学担当

5/31㈮18:00締切

6/26㈬17:00締切
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宿泊先について

滞在ホテル
「ホテル（Church Boutique Hotelまたは同等クラス 2名もしく
は3名一室）」に宿泊します。

ロケーション
有名なホアンキエム湖やフランス植民地風の建物が並ぶハノイ旧市
街まで徒歩すぐです。空港からは30kmの立地にあります。
至近に多くの観光客の集まるスポットが数多くあります。
<周辺観光スポット>
ホーチミン廟・ホアンキエム湖・玉山祠・オペラハウス・文廟・旧市街・
大教会 等

客室
アジアン調のインテリアです。各客室はエアコン、液晶衛星テレビ、
バスルーム（バスタブ付）、無料Wi-Fiインターネット回線が備わって
います。

履修の取扱いについて

単位付与:短期海外実習 1単位
※学部により単位取扱いが異なります。

詳細は、GLOBAL NAVI 2019を必ず確認してください。

配当年次:学部生1～4年生（大学院生応募可）
※9月卒業予定の学部4年生（早期卒業生を含む）への単位付与はありません（本プログラムへの参加は認める）。
※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。

履修要件:TOEIC（IP含む）400点（TOEFL iBT41点、TOEFL ITP435点、IELTS5.0、実用英語技能
検定試験準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。
※履修希望者は、履修条件を満たす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。申込期間内に書
類提出ができない場合は、履修できません。

食事について
ベトナムといえば「フォー」!! 200円
程度でレストランから屋台まで至る
ところで食べることができます。
夕食は自己負担となりますが、お
いしいベトナム料理が大変安く食
べることが出来ます。付近には、コ
ンビニなどもあり生活するには最高
の立地です。
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プログラム概算費用

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、同意を得てから応募してください。当プログラム申込
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、応募してください。

ビザについて【重要】

本研修参加者は全員ビザ取得が必要となります。そのためビザを取得できる学生のみを対象とします。
※外国籍の方は、国籍により日本国籍の方と諸条件が異なる場合がありますので大使館へ事前確認が必要
です。

予防接種について【重要】

プログラムに参加するにあたり，事前に予防接種を希望する場合は下記を参照のこと。
厚生労働省FORTH For Traveler's Health:http://www.forth.go.jp/ 

【プログラム概算費用】 359,640円
・研修費用:244,000円
・航空運賃(羽田空港センディング費用含む):115,640円

【プログラム費用に含まれるもの】
燃油サーチャージ／諸税等(20,140円/19年5月20日時点)・ANA往復国際線航空運賃・
宿泊ホテル(Church Boutique Hotel又は同等クラス28泊朝食付き2人部屋利用)・
食事(昼食1回/交流ランチ)・受入企業手配・現地サポート・現地空港送迎・
羽田空港センディング(約2,500円)

【プログラム費用に含まれないもの】
日本国内移動費（羽田空港までの各自往復交通費等）・滞在中の昼食、夕食代・現地での個人的
費用（交通費/電話・通信/交遊費）・海外旅行者保険 ・パスポート ・ビザ(観光シングル)申請費用

【研修費用(244,000円）取消料について】
正式お申し込み後（6月1日申込書および同意書提出後） 30,000円
ご出発の前日より起算してさかのぼって30日前（7/18）以降3日前（8/14）まで 費用の20%
ご出発の前日より起算してさかのぼって2日前（8/15）以降前日（8/16）まで 費用の50%
ご出発当日、ご出発以降、またはｺｰｽ開始日以降解除する場合 費用の全額

【航空運賃(115,640円) (羽田空港センディング費用含む)取消料について】
参加決定通知後 ･･･ 羽田空港センディング費用払い戻し不可
7/8以降 ･･･ 取消手数料40,800円+羽田空港センディング費用払い戻し不可
出発日当日、出発以降 ･･･ 全額（羽田空港センディング費用含む）払い戻し不可
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よくあるご質問

Ｑ．インターンで行く会社は指定することができますか?
⇒指定することはできませんが、「希望申請書」(※右用紙)
により事前に希望業界を提出いただき、
さらにコンサルタントとの受入企業面談により皆様の希望を
確認してから実習先を決定します。
※受入企業面談にて希望を確認の上、研修先企業を大学
/ｺｰﾃﾞﾈｰﾄ会社（LCE・GA）で決定します。

（決定後、参加者皆さんにご案内します。）

Ｑ．インターンでの服装はスーツですか?
⇒インターンでの服装は会社によるので、必ずご出発までに
服装・語学使用頻度・その他実習先の詳細を個別にご案内
します。（別紙日程表参照）

Q ．現地での食事はどうなりますか?
⇒ホテルで朝食が含まれていますが、昼食・夕食は各自となりま
す。ホテル周辺には、コンビニ、ファストフード等店舗もあり困ること
はありません。

Ｑ．宿泊先から実習先へはどのように行くのですか?
⇒原則、TAXIでの移動をお願いします。その他、バイクTAXI
等もありますが危険ですので絶対に利用しないようにお願いし
ます。TAXI費用概算等は、ご出発までにお伝えします。また
ベトナム到着後、乗車方法などは、現地スタッフが詳細オリエ
ンテーションを行います。

Ｑ．何かあればどこに相談したらいいんですか?
⇒本プログラム企画・運営会社“GAコンサルタンツ”はハノイに
オフィス拠点があり、日本人社員が働いています。
研修実施期間中はサポートスタッフの連絡先をお伝えし、
緊急時にもすぐに対応します。

G.Aコンサルタンツ株式会社
1995年創業、ベトナム人エンジニア人材の日本招聘事業を中
心に、アジア各国で現地法人向けに人材紹介事業を展開。ベ
トナムを初め、インドネシア、ミャンマー、香港にてローカル幹部クラ
ス人材、日本人人材採用を行う。
その他、レンタルオフィス・進出支援事業、日本語学校運営など
人材以外での事業領域も広げている。

（ ）A.「働き方」を重視したい！→①へ （ ）B.「業界」を重視したい！→②へ  （ ）C.決められないので面談で相談したい

①Aを選んだ方：どのような働き方を希望しますか？いずれかを選び〇をつけてください。

※第一希望で必ず実習ができるわけではありません。企業の決定により、採用不採用が判断されます。
業界 例 記入欄

ベトナム人、またベトナム在住の日本人対象に日本語や日本の文化、他科目を教える企業。

【企業例】

日本語学校、学習塾

コンサルティング

日系企業のベトナム進出をサポートする企業。ローカルマーケットに特化したマーケティング手法で、商品の販売、サービス提供についてアドバイスを行う
企業または団体
【企業例】
会計事務所、ベトナム法務、労務調査、ローカル視察サポート

氏名：               学校名：                 学年：       

旅行

観光・研修旅行の企画販売、その他の旅行商品の取り扱いや現地のオペレーションをおこなう企業
【企業例】
お土産屋、旅行会社、研修プログラムの企画会社、ホテルなど

1

不動産

日本人向けに、ベトナムでの住まい選び、大家との交渉、相談サービスを提供する企業
【企業例】
不動産仲介会社

3

広告
メディア

多様な伝達手段を通して多くの人にメッセージや情報を提供する企業
【企業例】
生活情報誌出版社など

◆実習先企業について、いずれかを選び○をつけてください。

（ ）コミュニケーション力をいかして多くの人々と関わりたい
（ ）PC・専門知識を使いたい
（ ）語学力をいかして働いてみたい
（ ）その他※下に具体的にお書き下さい

②Bを選んだ方：下の中から希望する業界3つ選んでください。

事業内容

IT

日本からのITコンサルティング・開発案件を、ベトナム人エンジニアとともに解決・サポートする企業または団体
【企業例】
ITコンサルティング、IT開発、BPO(アウトソーシング企業)、AI

教育

2

建築

お客様の要望に合わせて建物の設計、デザイン、組み立てまでを行う企業。
【企業例】
内装デザイン会社、住宅設計会社

ベトナム国際インターンシップ 希望申請書

「働き方」重視とは？

・就職活動の前に、知らない自分に出会えるきっかけを求めている。

・これを機会に視野や今後の選択肢を広げたい。

・業界を特定するよりも、海外での仕事、海外での生活に興味がある。

「業界」重視とは？

・今興味がある業界に自分が適しているのか試したい。

・興味がある業界の先輩にアドバイスをしてほしい。


