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平成２８年度９高専連携事業 海外インターンシップ（タカギ・ベトナム） 

募集要項 

 

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。 
 

※「高専・企業・アジア連携による実践的・創造的技術者の養成」（略称：9 高専連携事業）とは、九州沖

縄地区の 9 つの高専が連携し、インターンシップ、海外研修、専攻科の単位互換等を推進する取組。海外

インターンシップは、一般社団法人九州経済連合会と連携して推進している。 

 

１．実習企業 

タカギ・ベトナム（TAKAGI VIETNAM CO., LTD.；ベトナム ） 

http://www.takagi.co.jp/company/vietnam/index.html 

Lot No. C1-C2, Thang Long Industrial Park II, Yen My, Hung Yen 

※ 株式会社タカギ（北九州市小倉南区石田南 2-4-1）のベトナム子会社 

プラスティック製品の成形、散水用品の組立、金型製作 

 

 

２．実習期間 

 平成 2９年 3 月 13 日（月）〜 3 月 2４（金）（予定） 

 3 月 1１日（土）福岡発、ハノイ到着、3 月 2５日（土）ハノイ発 

※ 期間中の休日はタカギ・ベトナムの稼働日に合わせ以下の通り。 

     休日； 3/1２(日)、3/19（日）、3/20（月） 

 

３．募集人数 

  ３名～４名 

 

４．応募条件 

 １）４年以上の本科生、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

レベル４以上＊（様式４） 

３）重篤なアレルギーのない事 

４）A 型肝炎の予防接種を受ける事（渡航 1 か月前と直前の２回、接種の必

要がある） 

 

※  提出された申込書・志願理由書を元に選考します。場合によっては、

応募者に対して面談を実施し選考することがあります。 

http://www.takagi.co.jp/company/vietnam/index.html
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５．申込〆切 

  平成 2８年 12 月 1６日（金） 

  ※配布の申込書等（様式１〜３）を作成し担当課まで提出 

 

６．実習内容 

  タカギ・ベトナム内での、射出成型、組立を行うことを通して、海外での

事業運営の特徴・習慣の違い等を経験する。 

 

７．実習環境 

 １）交通費：自己負担（90,000 円程度、各高専で補助が出る場合があり、 

各高専担当部署にて確認して下さい。） 

         日々の出勤・退社時の移動はタカギ・ベトナムにて準備（無料） 

２）宿泊 ：ホテル宿泊またはホームステイを選択してもらいます。 

 ホテル 14泊；ハノイ市内のホテル 

   （5千円／泊×14泊＝7万円程度） 

 ホームステイ 14泊；副工場長 自宅 

          （250,000VND（約 1,400円）／泊×14泊分

＝3,500,000VND(約 19,600円程度) 

 ３）食費 ：昼食は弁当利用（300 円程度）夕食 500 円程度負担 

 ４）報酬 ：なし 

 ５）緊急連絡体制：現地日本人スタッフ常駐 

 

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   ：２週間以内の滞在のためビザ申請は不要 

 ３）往復の予約済み航空券 

４）海外渡航保険： 各自で必ず加入すること。 

 

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、必要事項を記

入の上、平成 28 年 12 月 16 日（金）までに、各校の担当課へ提出すること。 応

募書類はそれぞれの高専が集約後、北九州高専が管理いたします。 

 

１０．応募者選考について 

１）提出された申込書・志願理由書を元に選考します。 

選考結果は、12 月 22 日（木）応募者本人へ担当の先生より連絡があり

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。 
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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。 

 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。 

 

 

１２．注意事項 

最近のベトナム情勢に関しまして、現地の関係者と相談の上、現状時点では

平穏であることを確認して、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。 
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１３．募集日程 
 

時 期 実施事項 

平成２８年

１２月 

１１月２１日（月） 

募集開始（募集期間 1１月２１日（月）～１２月１５日（木）） 

１２月１６日（金） 

応募書類提出締切り 

１２月１６日（金）～１２月２２日（木） 

派遣学生選考 

１２月２２日（木） 

インターンシップ研修派遣学生決定、派遣学生へ通知 

平成２９年

１月 

１月中旬 

事前ガイダンス（第 1回目） ビザ手続きに関する説明 

決定学生には、全員参加で事前ガイダンスを行います。 

１月下旬 

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 

平成２９年

２月 

２月上旬 

渡航手続き完了 

２月中旬 

A型肝炎ワクチン接種（1回目） 

渡航前事前ガイダンス（第２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。事前ガイダンス危機管

理、安全管理等の説明。 

平成２９年

３月 

３月上旬  A型肝炎ワクチン接種（２回目） 

３月１１日（土） ハノイ渡航 

３月１３日（月） インターンシップ開始 

３月２４日（金） インターンシップ終了、日本へ帰国 

平成２９年

４月 

４月初旬 

インターンシップ報告書提出 

後日、インターンシップ渡航報告会を行います。 

 

１４．問い合わせ先 

９高専連携事業 

 インターンシップ推進部会 北九州高専 山根大和 

 国際交流コーディネーター メイ（ジラーワニチャーナン ナッター） 

TEL  093-964-7307（山根）093-964-7284（メイ） 

E-mail：hyamane@kct.ac.jp,  natthac@kct.ac.jp  

mailto:hyamane@kct.ac.jp
../../2014年度/ベトナム/タカギ/natthac@kct.ac.jp


フリガナ 性別

氏　名　   □ 男    □女

国籍

歳

〒

自宅電話番号 （PC)

携帯電話 (携帯）

現所属 学科 学年

西暦 月

西暦 月

免許･資格・受賞歴、
その他に関する特記

事項

英語力 TOEIC                 点 TOEFL              点

留学・研修・インター
ンシップ・ボランティア

等の海外経験

※本申込書の個人情報の取り扱いに関しては、インターンシップ以外の目的で使用することはありません。

平成２８年度９高専事業　海外インターンシップ（ベトナム）

平成　　　　　年　　　　月　　　　日　提出

１．基本情報

＜顔写真＞
デジタルカメラ等で撮影した顔写
真をこの枠内に貼付してくださ

い。

生年月日（西暦/月/日） 年　齢

自宅 住所

タカギ・ベトナム　海外インターンシップ申込書

パスポートに記載の英文名

E-mail

高等専門学校

　学歴
※古い順に中学校か

ら記載

年 月

年 月

年 月

担任教員名 自宅最寄駅

　職歴・アルバイト歴
※古い順に記載

部活動等

年 月

年 月

年 月

２．語学関連

実用英語技能検定（英検）　　　　    　　　級

　　　　　　極めて良好　　　　　　　概ね良好　　　　　　　　　不安あり

　　　　　（持病及び既往症：　　　　　　　                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

語学力証明書（TOEIC等）コピーの添付 □　有　　　□　無

英語以外の言語
(言語名、保有資格、レベル等）

３．健康状態

様式１



カ　ナ 性別

氏　名　  □男　□女
カ　ナ 学科 学年

所属学校名

※本申込書の個人情報の取り扱いに関しては、インターンシップ以外の目的で使用することはありません。

２．自己ＰＲ

１．海外でのインターンシップを希望する理由・目的

平成２８年度９高専事業　海外インターンシップ（ベトナム） 　　　　　　　　　

タカギ・ベトナム　海外インターンシップ申込書

平成　　　　年　　　　月　　　　日　提出

パスポートに記載の英文名

様式２
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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。 

 

９高専連携事業推進責任者 

鹿児島高専 植村 眞一郎 

インターンシップ推進部会 

部会長 道園 達也 

  

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】 

□ 海外インターンシップ志望理由書【様式２】 

□ 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【様式３】 

□ 英語会話力【様式４】 

 

・９高専連携事業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 

 

９高専連携事業推進責任者 

鹿児島高専 植村 眞一郎 

インターンシップ推進部会 

部会長 道園 達也 

 

私は、提出したインターンシップ関係書類に関して、「９高専連携事業の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               

様式３ 
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List of English proficiency of students from KOSENs to intern at TAKAGI VIETNAM 様式　４

No. KOSEN name Family name First name TOEIC Score English conversation level* Sex

　

Level Class Description

9 Very Advanced

8 Advanced

7 Pre-advanced

6
Upper
Intermediate

5 Intermediate

4 Low Intermediate

3 Pre-Intermediate

2 Elementary

1 Beginner

I can make simple sentences and can understand the main points of a
conversation but need much more vocabulary.

I can communicate simply and understand in familiar situations but only
with some difficulty.

I can say and understand a few things in English.

I do not speak any English.

* English conversation level

I speak and understand English completely fluently.

I speak and understand very well but sometimes have problems with
unfamiliar situations and vocabulary.

I speak and understand well but still make mistakes and fail to make
myself understood occasionally.

I speak and understand well but still make mistakes and fail to make
myself understood occasionally.

I can speak and understand reasonably well and can use basic tenses
but have problems with more complex grammar and vocabulary.



海外安全情報に関する同意書ご署名のお願い 

 

 

平成２８年１１月 １６日 

 

 九州沖縄地区高等専門学校連携事業では、海外学生交流・海外インターンシッププログラムにおいて

学生を派遣するにあたり、派遣先企業・機関と連携して、学生の安全確保に最善を尽くして参ります。

しかしながら（海外インターンシップ（タカギ・ベトナム））の実施場所である（ベトナム・ハノイ）は、

外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）で、危険情報（レベル１：十分注意して

下さい）が発出されている地域に存します。そのことを十分に理解し、プログラムに参加希望の学生は、

以下の同意書に保護者の許可と署名をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

  

九州沖縄地区高等専門学校校長 殿 

 

 

九州沖縄地区高等専門学校連携事業主催プログラム参加同意書 

 

 

平成２８年   月   日 

 

 私は派遣先国・地域の情勢を十分理解した上で、自発的な意志に基づいて九州沖縄地区高等専門学校

連携事業が主催するプログラムに参加します。 

 

 

 

参加学生氏名     印 

 

 

 

 

 派遣先国・地域の情勢を十分理解した上で、上記の者の保護者として、九州沖縄地区高等専門学校連

携事業が主催するプログラムの参加に同意いたします。 

 

 

 

保護者氏名     印 

 


