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平成２７年度国際センター海外インターンシップ募集要項 

エプソン プレシジョン マレーシア (EPSON Precision Malaysia Sdn. Bhd.)/ 

エプソン プレシジョン ジョホール (EPSON Precision (Johor) Sdn. Bhd.） 

 

プログラム実施機関 募集定員 派遣期間 

エプソン プレシジョン マレーシア 

(Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd.) 
6 3週間 

エプソン プレシジョン ジョホール 

(Epson Precision (Johor) Sdn. Bhd) 

※ 派遣学生の専攻に基づき、インターンシップ受入先との調整により派遣先を決定する。 

 

【目的】 

この研修は、海外におけるインターンシップ体験を通じて、外国語によるコミュニケーション能力を磨き、

異文化適応能力の習得と国際的視野の拡大を目的としたプログラムである。 

 

【概要】  

 マレーシアでの就業体験を通じて、多民族国家であるマレーシアの文化、社会、経済の理解を深め、 

国際的視野を広めることを目指す。 

 海外でのインターンシップ経験を、グローバル社会での活動へと生かすことを目的とする。 

 インターンシップ先のエプソン株式会社では、理系の学生は工場内の業務あるいは技術系、情報系の一

部の業務、また文系の学生は人事・総務部門での業務に参加する。 

 

【インターンシップ先】 

 エプソン プレシジョン マレーシア (Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd.) 

住所: Lot 1, Jalan Presiaran Industri, Taman Perindustrian Sri Damansara Sungai Buloh, 52200  

Kuala Lumpur, Malaysia 

 

 エプソン プレシジョン ジョホール (Epson Precision Johor Sdn. Bhd.) 

住所: 31&31A Jalan Kempas, Kempas Baru 8120 Johor Bahru, Jogor Darul Takzim, Malaysia 

 

【期間】  平成 28年 2月 22日(月)～3月 11日(金) 

 

【旅程日程】 

 エプソン プレシジョン マレーシア 

出発：平成 28年 2月 21日（日）東京・成田国際空港発 クアラルンプール着 

帰国：平成 28年 3月 12日（土）クアラルンプール空港発 東京・成田国際空港着   

  

 エプソン プレシジョン ジョホール 

出発：平成 28年 2月 21日（日）東京・成田国際空港発（クアラルンプール経由） ジョホールバル空港着      

帰国：平成 28年 3月 12日（土）ジョホールバル空港発（クアラルンプール経由） 東京・成田国際空港着 
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【内容】 ※参加学生の専攻を可能な限り考慮した業務 

 エプソン プレシジョン マレーシア  

理系：工場内の業務或いは技術系業務/文系：安全・環境活動の部門での業務 

 エプソン プレシジョン ジョホール 

理系：工場内の業務或いは技術系、情報系の一部業務/文系：人事・総務部門での業務 

 

【宿泊施設】 

 エプソン プレシジョン マレーシア：コンドミニアム （予定） 

 エプソン プレシジョン ジョホール：Crystal Crown Hotel （シングルルーム） (予定) 

      

【参加費用】 約 250,000円 (目安) 

※ 派遣先、派遣人数、為替レートにより金額に差がでる場合があります。 

 旅行費用、インターンシップ宿舎・送迎費用・危機管理サービス OSSMA 会員費用・海外旅行保険(補償内

容賠償責任 1億、治療・救援費用 1億）を含む。 

 

応募・選考について 

【応募資格】 

 本学学部又は大学院の正規課程に在学する学生（休学者を除く）であること。 

 心身ともに健康であり、海外での生活に支障のないこと。 

 英語力を高めるという目的意識を持ち、積極的にプログラムに参加する意思があること。 

 次年度に本学在学予定であること。 

 応募時にインターンシップに必要とされる英語力（TOEIC500 点程度）を保持していること。 

（参考： 英検 2級、IELTS 4.5、 TOEFL iBT 50 程度） 

 

【募集期間】 10月 26日（月）～11月 6日（金） 正午まで 

 

【応募書類提出先及び受付時間】 

国際課（南大沢キャンパス）（オフィスアワー（月～金）：9:00-17:45（12:30-13:30 を除く）） 

※日野・荒川キャンパス所属の学生は、各キャンパス学務課教務係窓口で提出可能です。 

 

【応募書類】 

 参加申込書【様式 1】：写真（4x3cm）添付（裏面に氏名を記入のこと） 

（学部生３年以上の学生については、所属学部の教員又は所属の研究室の教員より、担当教員の署名、

捺印を必ず受領すること。） 

 志望理由書【様式 2】：志望動機を述べること。（800～1000字以内）       

 時間割表（平成 27年度後期）【様式 3】 

 参加資格で指定する英語力を証明する書類（TOEIC, IELTS, TOEFL iBT, 英検。過去 2年以内に受験 

したもの。） 

 成績通知書 

※在学生（学部・大学院）は、所属する課程（学部・博士前期・博士後期）の平成 27年度前期までの全 
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ての成績を含むこと。「CAMPUS SQUARE for WEB」の「成績通知書照会」を確認し、プリントアウトの上、 

提出すること。 

 パスポート（コピー）※パスポート未取得またはパスポートの残存期間が不足する場合は、プログラム参加

決定次第、各自でパスポートを申請しコピーを提出すること。 

 学生証（コピー） 

 健康診断証明書 ※本学医務室発行のもの。 発行に 2～3日かかるので余裕を持って申請すること。 

 

【応募に当たっての注意】 

 参加申込書の希望欄に１～２の希望順位を必ず記入すること。 記入がない場合は、応募を受理 

しない。 

 参加費用は、派遣学生が負担する。また、企業から報酬は支給されない。 

 参加費用は、派遣先、派遣人数および為替レートの変動等により変更する場合がある。 

 参加申込書提出にあたり保証人の同意を得ること。申込時に未成年の場合、保証人は保護者とする。 

 派遣学生の専攻に基づき、インターンシップ受入先との調整により派遣先を決定する。 

 派遣学生に決定した後は、理由の如何にかかわらず辞退することはできない。 

 派遣学生は、本学の指定する危機管理サービス（OSSMA）及び海外旅行保険（補償内容 賠償責任 

1億円、治療・救援費用 1億円）に加入することが義務付けられている。 

 派遣学生は、オリエンテーション、事前・事後研修に参加することが義務付けられている。 

 過去に国際センターが実施した海外短期研修に参加したことのない学生が優先される。 

 平成 2７年度春期海外短期研修（カナダ・マレーシア・アメリカ・台湾）との併願はできない。 

 国費外国人留学生、東京都アジア人材育成基金及び都市外交人材育成基金により受入れられた外国人

留学生は、応募できない。 

 

【選考方法】 

 書類選考及び面接試験結果により参加者を決定する。 

（１）書類選考 

   提出書類に基づき行う。 

   選考結果は、平成 27年 11月 16日（月）１２:００に国際交流会館 1階 国際課前掲示板及び国際 

センター・国際課ホームページにより発表する。 http://www.ic.tmu.ac.jp/index.html  

 

（２）面接試験 

   書類選考を通過した申込者に対して実施する。 

   平成 27年 11月 19日（木）南大沢キャンパスにおいて実施する。 

※実施場所、開始時間については別途対象者に連絡する。 口頭試問の時間変更はできません。 

 

【参加学生発表】11月 30日（月）正午 

国際交流会館 1階 国際課前掲示板及び国際センター・国際課ホームページにより発表する。 

http://www.ic.tmu.ac.jp/index.html  

※参加決定後に提出する書類 同意書【様式４】 

（同意書【様式 4】は国際センター・国際課ホームページ新着情報からダウンロードすること。） 

提出期限：11月４日（月）１７時まで      提出先：国際課（南大沢キャンパス国際交流会館 1階） 

http://www.ic.tmu.ac.jp/index.html
http://www.ic.tmu.ac.jp/index.html


 4 

参加学生決定後のスケジュールについて 

 

【インターンシップ参加学生決定後の予定】 

日時 内容 場所 

12月4日（金）17時まで 「同意書」提出期限 国際課（南大沢キャンパス） 

12月 4日（金）ﾗﾝﾁﾀｲﾑ 第 1回オリエンテーション 南大沢キャンパス 

12月 18日（水） 渡航費（航空券・その他諸税・手数料）振込  

1月中旬 宿泊費振込  

12月中旬～1月下旬 事前研修 南大沢キャンパス 

2月中旬 出発前オリエンテーション 南大沢キャンパス 

2月 22日～3月 11日 海外インターンシップ 

研修終了後 2週間以内 参加報告書提出 国際課（南大沢キャンパス） 

研修終了後 2週間以内 アンケート提出 国際課（南大沢キャンパス） 

4月中旬 事後研修 国際課（南大沢キャンパス） 

 

【派遣決定後に提出する書類】※様式４は国際センターウェブサイトからダウンロードすること。 

同意書【様式４】※提出期限 12月 4日（金）17:45まで。提出先：国際課（南大沢キャンパス） 

 

【帰国後に提出する書類】※詳細については、オリエンテーションで説明する。 

 参加報告書  

 アンケート 

 

【問合せ先】 

国際課（南大沢キャンパス）担当: 湯原 

Email: yuhara-hiromi@jmj.tmu.ac.jp 

オフィスアワー（月～金）：9:30-17:45 (Lunch time 12:30-13:30) 

 



平成27 年度国際センター 

海外インターンシップ参加申込書【様式 1】  
【提出期限】平成27年10月26日（月）～11月6 日（金）正午まで 
【受付時間】9:00-17:45（12:30-13:30を除く）  
【提 出 先】国際課（南大沢キャンパス）、 

※日野及び荒川キャンパス所属の場合は、各キャンパス学務課教務係に提出することもできる。 
                                  

氏名
ﾌ ﾘガナ

 

    

 

                  

ローマ字 

氏名 

 

 

（パスポートと同じ） 

所属 
               学科・系 

学部/研究科              専攻・学域                年次 

学修番号  生年月日 19   年   月   日（満   才） 

国籍  性別 男      女 

パスポート 

情報 

1. 有    2.  無    3.  申請中（発行予定日：     年     月      日） 

(有の場合)パスポート番号：               （有効期限：    年   月   日） 

参加希望先 

希望派遣先に１～２の希望順位を必ず記入すること。 ※記入がない場合は、応募を受理しない。 

エプソン・プレシジョン・マレーシア 

(Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd.) 

 エプソン・プレシジョン・ジョホール 

(Epson Precision (Johor)  Sdn. Bhd.) 

 

現住所 

〒 

 

 

TEL(自宅)：                    Email(PC)：                                                                     

TEL(携帯)：                    Email(携帯)：                                 

保証人 

※応募者が申込書提出時に未成年の場合、保証人は保護者となります。 

氏名
ﾌ ﾘガナ

                              ㊞  （続柄：       ） 

住所 〒 

 

  

TEL(自宅)：                   Email(PC)：                                              

TEL(携帯)：                   Email(携帯)：                                 

海外短期派遣 

プログラム参加歴 

※過去に本学実施の海外短期派遣プログラムの参加歴がある場合に記入してください。応募者多数の場合、当該プログラムの参加歴のない者が優先的に抽選の対象となります。  

健康状態 

※アレルギーやアトピー性皮膚炎、喘息等の持病があれば記入してください。 

 

 

応募者の英語ｽｺｱ 
TOEIC 点 TOEFL-iBT            点 

IELTS 点 英語検定            級 

語学学習歴 

（任意） 

  

 

指導教員署名欄                  印 
（※いる場合のみ） 

 
応募に際し、インターンシップの内容及び募集要項に記載の内容を十分理解した上で応募します。また、以上に記載する個人情報について、インタ
ーンシップ実施に必要な範囲内において首都大学東京が指定する旅行代理店、派遣先に提供されることを同意の上、提出します。 

申込書作成日： 平成     年     月     日  申請人の署名：                                 

※申込者本人でエントリーメール及び以下の書類が添付されているか、チェックすること。 

志望理由書【様式2】 時間割【様式3】 英語能力証明書 成績通知書 パスポート（コピー） 学生証（コピー） 健康診断証明書 

       

 

写真 

（4cm×3cm） 



平成 27年度国際センター海外インターンシップ 志望理由書  【様式２】 
  

学修番号               氏名（自署）                

 

※横書き原稿用紙の書き方に則って、ボールペン又は耐水性ペンを使用し手書きすること。 

 

30

35

40

45

50
500 

 

1/2 

（800字～1000字以内） 



平成 27年度国際センター海外インターンシップ 志望理由書  【様式２】 
  

学修番号               氏名（自署）                

 

※横書き原稿用紙の書き方に則って、ボールペン又は耐水性ペンを使用し手書きすること。 

 

30

35

40

45

50

800 

1000 

 

2/2 



【様式３】 

授業時間割表 

【平成 27年度後期】 
 

 

                       

学修番号：             氏名：                         

時限／曜日 月 火 水 木 金 

 

1時限 

(8:50-10:20) 

 

 

     

号（棟）－教室      

 

2時現 

(10:30-12:00) 

 

 

     

号（棟）－教室      

 

3時限 

(13:00-14:30) 

 

 

     

号（棟）－教室      

 

4時限 

(14:40-16:10) 

 

 

     

号（棟）－教室      

 

5時限 

(16:20-17:50) 

 

 

     

号（棟）－教室      

 

6時限 

(18:00-19:30) 

 

 

     

号（棟）－教室      

 


