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平成 29 年度海外インターンシップ（タイ・カセサート大学）募集要項 

（有明高専担当プログラム） 

海外インターンシップ実施の目的：   

グローバルに活躍できる技術者育成のため、海外の大学での研究室における実習体験を通じて、

グローバルマインドや異文化間コミュニケーションスキルを養成し、国際社会で活躍できる人材

を育成します。また、海外での体験を通じてグローバルに活躍できる人材に必要なこととは何か、

を学生が学ぶことも意図しています。 

 

１．インターンシップ派遣先機関 

 Kasetsart University カセサート大学 

【カセサート大学の紹介】 

カセサート大学は、タイで最初の農業大学であり、国内３番目に古い、歴史ある高等教育機関です。

現在では、専攻も科学、芸術、社会学、人文学、教育学、工学、建築等という幅広い分野に及んでい

ます。また、７つのキャンパスがあり、現在では在籍学生数 60,000人を超えます。 

カセサート大学では、学生が、その知識を実践の場で生かしながら実習体験をすることを重要と考

え、海外インターンシップの受け入れを積極的に行っています。また、異文化圏での生活、就労体験

にもチャレンジしてほしいと考えています。インターンシップ期間中は、教授監督の下、研究室での

実習を行います。 

住所：50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak Bangkok 10900 

http://www.ku.ac.th/english/ 

 

２．実習期間 

  平成 29年 8月 21日（月）～ 9月 22日（金）（5週間）予定（うち初めの 2週間は交流活動） 

  出国：8月 20日（日）、帰国：9月 23日（土）（日本着 24日予定） 

 

３．募集人数 

 九州沖縄地区９高専より合計 6名を目安とし、最終調整を行います。 

 

４．応募条件 

1)  九州沖縄地区高専の専攻科生 

2)  TOEIC500 点以上もしくは日常会話が可能な英語コミュニケーション力レベル４以上＊

（様式４）が好ましい（TOEIC500 点未満でも採用される可能性があるので応募してみて

ください）。 

   ※英語力が必要なため、応募者に対して面談を実施する可能性があります。 

 

５．申込〆切 

  平成 29年 5月 31日（水）必着 

  ※配布の申込書等（様式１～５及び KASETSART UNIVERSITY APPLICATION FOR 

ADMISSION）を作成し各校担当部署へ提出 

 

６．研修内容 

応募する学生の専門性を考慮して、カセサート大学の先生に適当な研究室を割り当ててもら

います。 

 



2017 Summer Internship @ Kasetsart University, Thailand 

 

 

 

７．費用・宿泊先等 

1) 交通費：100,000円程度（各高専からの支援は各高専学生課等に確認してください）。 

2) 宿泊（34 泊）：キャンパス内の寮かゲストハウス（ツインルームを二人で使用： 一人

当たり 15,000円程度（光熱水費含む）、一人使用の場合は倍額となる） 

3) 食費 ：自己負担、昼食は学内食堂利用（有料：約 100円／食） 

4) 報酬 ：なし 

5) 緊急連絡体制：最初の数日間、日本人教員タイ滞在予定 

 

８．必要手続き等 

1) パスポート：有効期間の残りが６ヶ月以上 

2) ビザ   ：必要書類など作成し申請（９千円程度および手数料） 

3) 往復の予約済み航空券（ビザ申請用） 

4) 海外渡航保険： 各自で必ず加入すること（約１万円） 

5) 予防接種については、厚生労働省検疫所サイトを参照のこと

https://www.forth.go.jp/destinations/country/thailand.html 

 

９．応募方法 

応募書類は各高専の担当の先生もしくは担当部署にて入手し、必要事項を記入の上、各高専の担

当窓口へ提出すること（各校の締切は担当部署で確認してください）。応募書類はそれぞれの高専

が集約後、有明高専が管理いたします。 

 

１０．応募者選考について 

提出された申込書類に基づき総合的に評価し参加者を決定します。選考結果は、締め切り後

1週間後までに各高専宛に連絡があります。 

 

１１．その他参加条件 

1) 派遣決定者は、事前ガイダンス（1回予定）には必ず出席すること。 

2) 派遣決定者は、インターンシップ終了後、インターンシップ報告書を提出すること。 

3) 後日、インターンシップ渡航報告会での報告をお願いします。 

4) 参加者への連絡は電子メールを利用して行います。 

5) 参加決定後に自己都合によりキャンセルする場合，キャンセル料を徴収する場合がありま

す。 

１２．注意事項 

最近のタイ・バンコク情勢に関しまして、現地の関係者と相談の上、本インターンシップを 

実施する事といたしました。ただし、急激な情勢変化により、直前になって中止と判断せざる

を得なくなる事があることもご承知置きください。 

 

１３．問い合わせ先： 

  本プログラムに関する質問は電子メールにて問い合わせてください。 

e-mail：uehara@ariake-nct.ac.jp(担当教員)または sousou-staff@ml.ariake-nct.ac.jp 

(事務担当)Subjectの先頭に“【KUインターンシップ】”と記入（【】も含む） 

担当教員：有明高専インターンシップ担当教員 上原修一 

担当事務：有明高専総務課総務企画係 

https://www.forth.go.jp/destinations/country/thailand.html
mailto:uehara@ariake-nct.ac.jp
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１４．募集日程 
 

時 期 実施事項 

平成 29年 5月 
5月 12日（金） 

募集開始：募集期間 5月 12日（金）～5月 31日（水） 

平成 29年 5月 

～6月 

5月 31日（水） 

応募書類提出締切り 

6月 1日（木）～6月 6日（火） 

派遣学生選考 

6月 7日（水） 

インターンシップ研修派遣学生決定、派遣学生へ，ビザ書類配布 

平成 29年 6月

～7月 

６月上旬 

事前ガイダンス（第 1回目） ビザ手続きに関すると必要な書類の説明 

決定学生は、全員参加で事前ガイダンスを行います。 

６月上旬 

各種渡航手続き開始（航空券の予約、保険の加入等） 

６月中旬 

タイ大学に全部の書類を出す、渡航手続き完了 

７月上旬 

渡航前事前ガイダンス（第２回目） 

決定学生は全員参加で事前ガイダンスを行います。事前ガイダンス危機管

理、安全管理等の説明。 

７月 準備期間 

タイ渡航、研究内容など、独自調査 

平成 29年 8月

～9月 

8月 21日（月）〜 9月 22日（金） 

インターンシップ実施、日本へ帰国 

平成 29年 10月 
１０月中旬 

インターンシップ報告書提出 
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（様式１） 

タイ・カセサート大学(KU)におけるインターンシップ 参加申込書 

 

（ふりがな） 

氏 名 

 

 

Name 

（アルファベット） 

 パスポートの綴りのとおり記入してください （持っていない人も申請するときの綴り） 

 

高専名               高等専門学校 （       キャンパス） 

専攻名  学年             専攻        学年 

生年月日・性別 平成    年    月    日        男   ・  女 

住 所 
 〒 

連絡先電話番号  

メールアドレス 

（PCのみ） 
 

緊急時の連絡先  

パスポート 持っている（有効期限     年    月）  ・  持っていない 
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（様式２） 

平成 29年  月  日 

有明工業高等専門学校長 高橋 薫 殿 

 

タイ・カセサート大学におけるインターンシップ 承諾書及び同意書 

 

私（保護者）         は、私の被保護者（学生氏名）          が 

平成 29年度に有明工業高等専門学校が主催するタイ・カセサート大学におけるインターンシップに参加

することを承諾するとともに、タイ・カセサート大学におけるインターンシップの参加にあたり下記事

項に同意いたします。 

記 

 

１．被保護者は渡航中、公序良俗に反する行為等をしない事を誓い、全ての訪問国及び州の法律、受け

入れ校及び所属する学校の規則を遵守し、引率教職員の指示に従うこと。 

２．被保護者が出発前に当該研修期間中の海外旅行傷害保険に加入すること。 

３．被保護者の故意、過失又は不注意等による事故、又は疾病、死亡、傷害等あるいは所持品の損失な

どに対して、有明工業高等専門学校は賠償その他の責任は負わないこと。 

４．航空機事故等、不測の事態や不可抗力の事故について、有明工業高等専門学校がその責任を負わな

いこと。 

５．被保護者は外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録を行うとともに、３月未満の滞在であっても 

  在留届を在外公館に提出すること。 

以上 

保護者氏名（本人自署）                     印 

被保護者氏名（本人自署）                    印 

保護者住所 〒                                 

       TEL:                                

緊急連絡先（携帯電話等）TEL:                            

緊急連絡先（携帯メール）                            

 

※緊急連絡先につきましては、昼夜に関わらず確実に連絡可能な所をご記入ください。 

※ご記入頂いた個人情報は、本研修以外の目的には使用致しません。 
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（様式３） 

タイ・カセサート大学におけるインターンシップ 応募理由書 

あなたが、タイ・カセサート大学におけるインターンシップに応募した理由を 600字程

度で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導教員所見 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 指導教員名             印 
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（様式４） 

English Proficiency Self-Evaluation for Internship at KU 

カセサート大学でのインターンシップのための英語力判定 
 

Family Name 

姓 

First Name 

名 

Gender 

性別 

KOSEN 

高専名 

TOEIC Score 

TOEIC スコア 

Identify your level of conversational 

ability using the criteria below. 

下記の表に基づき英語での会話能力に

ついて自己評価をして下さい。 

      

 

 

[Benchmark] 

Level Proficiency Level Description 

8 Advanced I speak and understand English fluently. 

7 Pre-advanced 
I speak and understand very well but sometimes have problems 

with unfamiliar situations and vocabulary. 

6 Upper Intermediate 
I speak and understand well but still make mistakes and fail to 

make myself understood occasionally. 

5 Intermediate 

I can speak and understand reasonably well and can use basic 

tenses but have problems with more complex grammar and 

vocabulary. 

4 Low Intermediate 
I can make simple sentences and can understand the main 

points of a conversation but need much more vocabulary. 

3 Pre-Intermediate 
I can communicate simply and understand in familiar 

situations but only with some difficulty. 

2 Elementary I can say and understand a few things in English. 

1 Beginner I do not speak any English. 
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（様式５） 

海外インターンシップ応募者の個人情報の取扱について 

 

海外インターンシップ応募に際して、以下に記載している個人情報の取扱について、

同意の旨ご署名いただき、応募書類と一緒にご提出いただきますようお願いします。 

 

有明工業高等専門学校 

  校長 高 橋  薫 

  

記 

 

・お預かりした個人情報の内容（該当するものをチェック☑） 

□ 海外インターンシップ参加申込書（様式１） 

□ 海外インターンシップ承諾書及び同意書（様式２） 

□ 海外インターンシップ応募理由書（様式３） 

□ 英語力判定（様式４） 

 

・海外インターンシップの個人情報の取扱について 

個人情報は以下の目的で使用します。 

１．提供された個人情報は当インターンシップの選考、運営手続き（緊急対応を含む）

にのみ利用いたします。それ以外の目的では一切利用しません。 

２．上記の目的で、九州・沖縄地区の 9高専、受入企業へ提供いたします。 

３．提出書類は、原則として返却いたしません。 

 

同意書 

 

有明工業高等専門学校 

校長 高 橋  薫  殿 

 

私は、提出したインターンシップ関係書類に関して、「海外インターンシップにおける

個人情報の取扱について」に同意いたします。 

 

年    月    日 

 

本人署名               

 


