
平成２９年度 

海外インターンシップ（アイランドウェイフィリピン） 

平成 29 年 5 月 22 日 

平成 29年度海外インターンシップ 

（フィリピン：アイランドウェイフィリピン）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、海外の日系企業での就業体験を通じて、海外

で働くとはどういうことか、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

学ぶことを意図しています。また、海外での就業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。 

 

1. 研修企業:  I Land Way Phils. Inc. 

福岡市に本社があるアイランド社のフィリピン・セブ島の現地子会社です．日本人社員が 6

人おられます（うち一人は有明高専建築学科卒業の女性社員）。主に，セブ島等で不動産開

発業務をされています。 

所在地 Suit 1725, 17th Floor, i3 Building, Cebu IT Park, 

         Apas, Cebu City 6000, Philippines（フィリピン・セブ島） 

電話番号 +63-32-238-9757  FAX  同  

 

2. 研修期間:  

平成 29 年 8 月 17 日(木)～９月 13 日（水）予定（研修期間 4 週間） 

出国：8 月 16 日(水)、 帰国：９月 14 日（木）もしくは 15 日（金） 

 

3. 募集人数：  

募集人数は２名です。 

 

4. 応募条件： 

1) 九州沖縄地区高専の本科４，５年生，専攻科生 

2) TOEIC400 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が好まし

い。 

 

5. 申込〆切：平成 29 年 6 月 9 日（金） 

  ※配布の申込書等（様式１～５）を作成し各校担当部署へ提出 

 

6. 研修内容：不動産開発・リゾート開発事業に関わる企画・建築・運営の業務 
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7. 実習環境： 

1) 渡航費：往復航空券代金 7 万円程度．各高専からの支援は，各高専学生課に確認してく

ださい。 

2) 宿泊および宿泊費：会社近くの 35 ㎡程のキッチン、家具付コンドミニアム（アイラ

ンドウェイ社負担で提供頂きます）。 

3) 食費、現地での交通費、文化施設などの見学費用は自己負担となります。 

4) 報酬 ：現地での食費として 500 ペソ／日を支給。現在のレートで約 1,200 円．日本食は

高いが，３食食べる分には十分足りると思います。ローカルだと一食 50-70 ペソ程度． 

5) 会社と宿泊地は近接しています．また，近くに安全なモールがあります． 

 

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   ：不要 

3) 往復の予約済み航空券 

4) 期間中の障害等保険（約 1 万円）に加入すること。 

 

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、様式１～５に必要事項

を記入の上、平成 29 年 6 月 9 日（金）までに、各校の担当課へ提出すること。 

 

 

10. 応募選考について 

選考結果は、６月16日（金））までに応募者本人へ担当の教員より連絡があります。 

 

11. その他 

1) 派遣決定者は、事前ガイダンス（2 回予定）には必ず出席してください。 

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してくだ

さい。 

12. その他 

 アイランドウェイフィリピン社への派遣は，2016 年度に有明高専専攻科生１名（女

子）の実績があります．そのほか，日本から多くのインターンシップ生を受け入れられ

ています． 
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13. 募集日程 

 

時 期 実施事項 

平成 29年５月 
5月 22日（月） 

募集開始（募集期間 5月 16日（火）～6月 6日（火） 

平成 29年６月 

6月 9日（金） 

応募書類提出締切り 

6月 12日（月）～6月 16日（金） 

派遣学生選考 

６月 16日（金） 

インターンシップ研修派遣学生決定、派遣学生へ通知 

６月下旬～７月上旬 

・事前ガイダンス（第 1回目）  

・決定学生には、全員参加で事前ガイダンスを行います。 

・各種渡航手続き開始（航空券の予約、保険の加入等）実習内容検討 

・研修先企業に必要書類を提出、渡航手続き完了 

平成 29年７月 ７月中旬～下旬 

※渡航前事前ガイダンス（第２回目：第 1回目とまとめて行う場合もあります） 

・危機管理、安全管理等について。 

平成 29年８月 

８月 16日（水）～ 

フィリピン渡航、インターンシップ開始 

～９月 14日（木） 

インターンシップ終了、日本へ帰国 

平成 29年 10月 
10月初旬 

インターンシップ報告書提出 

 

14. 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。 

Subject の先頭に“【アイランドウェイフィリピン】”と記入（【】も含む） 

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

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：有明高専事務担当 総務企画係 

 

mailto:uehara@ariake-nct.ac.jp


平成２９年度 

海外インターンシップ（アイランドウェイフィリピン） 

（様式２） 

平成 29 年  月  日 

有明工業高等専門学校長 高橋 薫 殿 

 

アイランドウェイフィリピン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アイランドウェイフィリピン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アイランドウェイフィリピン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申込書（様式１） 

□ 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志望理由書（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               

 


