2019 年度立教大学経営学部正課プログラム

2019 年 11 月 15 日

正課

4 カ月インターンシップ

立教大学経営学部

【募集案内】2019 年度長期海外インターンシップ
アカデミックインターンシッププログラム
１． インターン先
アメリカ／ワシントン DC 内企業・団体＋アメリカン大学授業（プログラム名 WSP）
イギリス／ロンドン市内企業・団体＋NPO 法人 FIE 授業（プログラム名 FIE）

２． 目的と位置づけ
企業の海外拠点での就業体験を通じて実践的に経営学を深く学び、理論の応用、社会人基礎力、異文化コミュニ
ケーション力、語学力を身につける。

３． インターン派遣期間
アメリカ WSP／イギリス FIE の場合
2019 年 8 月下旬～2019 年 12 月中旬 約 4 ヶ月

４． プログラムの内容
米国非営利教育財団スタディー・アブロード・ファウンデーション（SAF）運営プログラムです。実社会の就労機会とイ
ンターンシップに関連したセミナー、リサーチプロジェクト、専門的な関連授業なども履修する、実践と理論を組み合
わせた内容となります。
アメリカの WSP ではアメリカン大学、イギリス FIE ではアメリカのデュレクセル大学の学生としてインターン、授業に参加
いただきます。いずれも各大学からの成績証明書が発行されます。

５． 出発前・帰国後研修
出発前にオリエンテーション、事前研修を実施。帰国後には最終レポート提出と報告会で発表して頂きます。
出発前・帰国後の個人面談を通じ自身のキャリア形成を考えます。
事前授業（予定） 6 月・7 月、個人面談は個別に設定、
最終レポート提出・報告会は 2 月中旬～3 月初予定。ただし 4 年次生のみ 2 月初

６． 科目名、配当年次
科目名 Long-term Global Internship アカデミックインターンシッププログラム
3 年次生、4 年次生

７． 単位と評価
秋学期科目として 10 単位
評価方法・基準は 2018 年度経営学部講義内容（科目名：Long-term Global Internship）を確認ください。
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８． 費用
プログラム名

プログラム費

プログラム費以外での必要費用

（為替、寮・アパートによって変動があります）

渡航費ビザ代他、保険、その他食費、生活費等

イギリス FIE

200 万円～255 万円

アメリカ WSP

250 万円～340 万円

＋70～80 万円

９． 必要な GPA、英語力
「2019-2020 年度 SAF 大学留学 1 学期・1 年間留学の手引き」の P139-145 をご確認ください。
◆アメリカ WSP GPA3.0 以上（3.0 未満でも交渉可）
TOFEL(iBT)80 以上（スピーキング／リスニング 18 以上）または IELTS6.5 以上
◆イギリス FIE GPA3.0 以上（2.7 以上から交渉可）
IELTS for UKVI Academic 5.5 以上（各セクション 5.5 以上）

１０． 履修資格
＊上記 9 の必要な GPA、英語力を満たす者（ただし英語力は出願締切 3 月 15 日までに満たせばよい）
＊必須科目を取得していることが望ましい。3 年次で履修を希望する者は 2 年次までに 60 単位以上、4 年次生で
履修を希望する者は 3 年次までに 90 単位以上取得していることが望ましい。
＊出願後派遣先大学より受入が認められれば、秋学期科目として履修登録されます。
＊履修上限単位に含まれるため、2019 年度登録予定単位数を必ず確認をすること。
履修中止した単位数は、履修上限単位に含まれます。詳細は教務事務センターに確認すること。
＊2019 年度春学期に履修すべき必修科目がある場合、本科目の履修が認められない事があります。
＊事前・事後研修・渡航期間の全日程に参加が可能なもの。
＊申込・参加において保証人の同意を得られるもの。

１１． 募集人数

1 名以上

１２． 応募方法
以下の 5 つの書類を経営学部国際交流事務局（マキムホール６F）へ提出お願いいたします。
インターン希望先につき応募前に、国際交流事務局で相談すること。
①2019 年度 Long-term Global Internship アカデミックインターンシッププログラム履修希望届
②課題（①志望理由、②実習先で体験したい業務、③渡航先国で生活するうえで想定されるリスクと対策）
をワープロを使用し A4 用紙 3 枚程度に纏めること。
③成績参照システムの個人画面のコピー（2018 年秋学期迄の成績・履修状況が確認できるもの）
④TOEIC（IP も可）スコアレポートのコピー、および TOFEL、IELTS、英検スコアレポートのコピー
⑤経営学部長あての誓約書 保護者の直筆サイン、押印済みのもの

１３． 募集時期
【1 次募集】 12 月 10 日（月）9 時～1 月 25 日（金）17 時
【2 次募集】 2 月 1 日（金）9 時～2 月 22 日（金）17 時
＊上記 9 の必要な英語力を満たしていない者は、1 次募集期間内の応募をお勧めします。
＊IELTS は複数の種類がありイギリス FIE を希望する者は、IELTS for UKVI Academic でのスコアが
必要となります。早めの応募をお勧めします。最終申込は 3 月 4 日です。（試験日 3 月 24 日）
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１４． 選考・履修登録までのスケジュール（予定）
① SAF が実施する説明会（2018 年 11 月 15 日）に参加／個別相談を受ける
※募集時期よりも前に、早めに SAF 留学アドバイザーと個別相談を受ける
② 履修応募用紙提出

～最終受付日 2 月 22 日（金）17:00 上記締め切りを確認すること

③ 履修許可連絡 応募書類受付順に連絡
④ SAF 出願ガイダンス参加
2019 年 「SAF 大学留学 出願ガイダンス」秋出発用 ガイダンス日程
11 月 27 日（火）

18:30 - 20:00 （受付：18:15～）

12 月 19 日（水）

18:30 - 20:00 （受付：18:15～）

1 月 12 日（土）

※14:30~15:30 開催

1 月 18 日（金）

18:30 - 20:00 （受付：18:15～）

1 月 24 日（木）

18:30 - 20:00 （受付：18:15～）

1 月 30 日（水）

18:30 - 20:00 （受付：18:15～）

詳細は下記ＨＰをご覧ください。
http://japan.studyabroadfoundation.org/for_students/seminars_and_events.php
⑤ SAF 出願締切 ～3 月 15 日 （予定）
⑥ 合格通知（入学許可書）の受取

5 月～７月

⑦ 履修登録申請 5 月 →秋学期自動登録

１５． その他
＊SAF と参加に関する契約を頂きます。
＊立教大学経営学部指定の海外旅行保険、インターンシップ保険に加入頂きます。
＊グローバル奨学金の対象科目です。

１６． お問い合わせ
国際交流事務局（マキムホール６F）cobointern@rikkyo.ac.jp 03-3985-4316
オフィスアワー 月・木 12:30-17:00
以上
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