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【2016年9月23日改訂】 

MK EDUCATION 
インターンシップコースのご案内 



英語を学びながら現地企業・団体での実務研修も体験出来るコースです。 
実際に外国で英語を使いながらの勤務を経験し、勤務先から修了証を取得することで、
就職活動の際のアピールにもなります。 

インターンシップコースについて（※1） 

※1：コースのお申し込み期間は原則8週間以上からとなりますが、 
    5名様以上のグループに限り4週間～7週間のお申し込みが可能です。 
    最初の2週以上：マンツーマンレッスン4時間+グループレッスン3時間 
      後半の2週以上：マンツーマンレッスン4時間+実務研修3時間程度 
※2：研修希望先で必要とされる語学力を考慮の上、実務研修開始時期の延期、 
        または実務研修先の変更をご検討いただく場合があります。 

＜第1週目～第4週目＞（※2） 
・マンツーマンレッスン4時間 
・グループレッスン3時間 
 
＜第5週目以降＞ 
・マンツーマンレッスン4時間 
・実務研修3時間程度 
（研修先により時間が多少変わることがあります） 

【主な研修実績先】 
 
 
 
 
 
 
 
※上記以外の研修先についても、出来る限りご希望に沿う 
   アポイントに努めます。 

■フィリピン航空 
■イロイロ国際空港 
 ・航空・観光学関連専攻の大学を 
  卒業した生徒様限定 
 ・2ヶ月以上前の書類申請必須 
■サラビア・マナー・ホテル 
■イロイロ市役所 

■ヘア&ネイルサロン 
■旅行会社 
■フォードフィリピン 
■フィリピン中央大(CPU) 
   ・CPUの協定校の生徒様限定 
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美容業界の方にとってもこれからは世界が舞台。 
知識・技術を持つ方は実際に施術も任されるとのことなので、
やりがいがあります。 

ヘア、ネイル施術および補助【MKレベル：3A以上】 
(2) ヘアサロン（Plaza de Peloサロン） 

 ① 販売部門・販売支店勤務【MKレベル：2B以上】 
・事務作業、書類事務 
・来客対応 

有名自動車会社だけに様々な資料・書類を扱うため、集中し
て取り組む必要があります。業界用語も覚えていきましょう。
来客対応の基本もマスターします。 

（1）メーカー（フォードモータース） 

 ② メカニック・整備【MKレベル：2B以上】 
・自動車修理およびメンテナンスの補助 

海外勤務を目指す理工系・整備関連専攻の方におすすめ。 
英語しか通じないメンテナンス現場を体験することは自らを
強くするキッカケとなり、将来の糧となるはずです。 

＜MK EDUCATION インターンシップ具体例＞ 

① オンライン予約の受付補助【MKレベル：3A以上】 
(3) 旅行代理店（I-Exploreトラベル） 

② 宿泊施設選択の際のお手伝い【MKレベル：3A以上】 
海外の旅行代理店での実務研修も体験出来ます。世界中で幅
広く旅行業界に関わりたい方にとっての格好の肩慣らしにな
るはず。 

(4) ホテル（サラビア・マナー・ホテル） 

    ・各種事務作業、入力作業 

 ③ セキュリティ【MKレベル：2A以上】 

   ・ベッドメイキング 
   ・客室清掃、整備、管理 

④ ハウスキーパー【MKレベル：2A以上】 

「お客様の笑顔を思い浮かべるのが楽しい」そんな方に最適。
コミュニケーションと仕事のスキルアップに繋がります。 

同僚スタッフとはもちろんお客様と会話をする機会も結構多
いです。ベーシック英語とかかわりたいビギナークラスの方
にもおすすめ。 

将来海外のホテルで働きたい方や、ホスピタリティ系のサー
ビス業界に興味がある方にとっては新たなステップとなるは
ずです。 

   ・受付業務 
① フロントオフィス【MKレベル：3B以上】 

お客様が最初に接するフロントはまさにホテルの顔。予めあ
る程度の語学力を要します。実務研修を通じて、コミュニ
ケーション力も磨かれることでしょう。 

② 販売・マーケティング【MKレベル：2B以上】 

   ・食材準備、食器洗浄 
⑤ 厨房【MKレベル：2A以上】 

厨房での実務研修は、将来海外のホテルのレストランで働き
たい方にはおすすめのインターンです。 

  ・ホテル、宿泊客の安全維持警備 
  ・ホテルスタッフのチェック 
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 ① 国際プログラム【MKレベル：3A以上】 
・様々な国の生徒、スタッフ対応 
・事務作業 

様々な国の生徒さんやスタッフとやり取りをすることで他国
の文化に触れることが出来ます。毎日新しい発見があるはず。 

（5）大学・教育施設（フィリピン中央大学(CPU)） 

② ライブラリー【MKレベル：3A以上】 
・司書アシスタント（文献の検索、来客対応） 
・本の仕分け 
・静かな環境作りのお手伝い 

海外の図書館で司書のアシスタントをする機会は貴重です。 
本に興味のある方、海外の図書館で働いてみたい方はぜひ！ 

③ 学生情報センター【MKレベル：3A以上】 
・学生からの問い合わせ対応 
・ID登録のヘルプ 

学校についての知識を蓄え、学生さんの手助けが出来るよう
頑張りましょう！ 
よくある質問の回答を予め覚えておくことも重要です。 

④ クリニック（医科・歯科）【MKレベル：3A以上】 
・医療スタッフ援助 
・患者ケア、看護記録作成 

海外で言葉の壁がある中、看護をするのは不安なものですが、
思いやりの心は世界共通です。 
医師・看護師さんが見ていてくれるので安心です。 

⑤ 附属幼稚園【MKレベル：3A以上】 
幼稚園の先生の手伝い 

総合大学だけに、附属幼稚園もあります。 
英語での保育・幼児教育は貴重な体験となるでしょう。 

① 市民課【MKレベル：2B以上】 
・事務作業補助 
・現地スタッフのアシスタント 

主に現地スタッフのアシスタント業務ですが、様々な来訪者
もあるため、その対応も任されることになるでしょう。 

 ・観光客の案内 
 ・イロイロ市の紹介、説明 

② ギャラリー【MKレベル：3B以上】 

イロイロの歴史をはじめ、様々な案内をします。 
イロイロに詳しくなることはもちろん、お客様への説明に必
要な語学力も必要です。 

(6) 官公庁・役所（イロイロ市役所） 

 市役所スタッフの子供たちのケア 
 （基礎教育・遊戯等） 

③ チャイルドケア【MKレベル：3A以上】 

スタッフの子供たちに教えたり遊んであげたり。外国のキッ
ズの保育に携わることが出来る貴重な機会となるでしょう。 

※CPUでの実務研修は、CPU協定校の生徒様に限り受講可能です。 

(7) 空港（イロイロ国際空港・フィリピン航空） 

地上業務【MKレベル：4A以上】 
・搭乗客からの問い合わせ対応 
・出発エリアでの空港職員の補助 
・事務作業の補助 

厳しい制約条件はありますが、海外の空港での実務という
得難い経験も可能です。 
もし条件を満たすことが出来れば、チャレンジする価値は
十分あります！ ⑤ 工学部【MKレベル：2B以上】 

事務所での事務作業・研修室での学生支援 
普段の専攻科目に関して英語だけでやり取りする経験は大変
貴重です。また海外の同年代のフォローもやりがいあり！ 
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《インターンシップコース 実務研修先一覧》 
企業・団体名 企業・団体紹介 部門・セクション 職務内容 最大受付 

人数 関連学部・専攻 要求される 
TOEICスコア 

必要とされる語学力 
（MKレベル） 

フィリピン中央大学
（CPU） 

 
【協定校の生徒様に限ります】 

フィリピン中央大学（CPU）は15にも及ぶ学部・ 
附属学校を持つ総合大学です。 
幼稚園から大学院まで用意して、 
全ての教育レベルをくまなくフォローしています。 
また、国際学部、大学院、中国で博士号拡張プログ
ラム、韓国とベトナムの大学を提供しています。 

国際プログラム 
・問い合わせに来た学生への対応手伝い
（VISA,SSP,クラス, その他） 
・事務作業 

2 

外国語学関連専攻 

466-590 3A 

図書館 
・本の貸し出しおよび返却の手伝い 
・本の仕分け 
・静寂な環境作りの支援 

2 

学生情報センター 
・学生のスクールID発行手伝い 
・学校生活および課外活動に関する学生からの問
い合わせ対応 

2 

大学内メディカルクリニック 

・学生・教職員への治療の際の看護師の補助（応
急処置・軽傷等） 
・医師の指示に基づく医薬品の提供 
・健康教育用教材・ポスター等作成支援 
・患者の医療記録作成 

2 医療関連専攻 
（医学・看護・健康科学系） 

大学内歯科クリニック ・歯科医療アシスタント（診察・洗浄・抜歯・詰
め物） 2 歯学関連専攻 

附属幼稚園 幼稚園の先生の手伝い 2 幼児教育関連専攻 

工学部 ・事務所での事務作業 
・研修室での学生支援 2 工学系専攻 401-465 2B 

サラビア・マナー 
ホテル 

イロイロ市が誇るプレミアムホテル。 
フィリピン観光省からベストホテルとして 
表彰された実績あり。 
 
高品質の宿泊施設と高級レストランを 
ご用意しています。 
 

フロントオフィス 

・宿泊客のアテンド 
・来客コール受け 
・清掃、レストラン予約、その他のフロントコー
ル対応 
・チェックイン・チェックアウト対応  

1 

経営管理・マーケティング関連専攻 

591-680 3B 

販売 ・事務作業 
・データ入力作業 2 401-465 2B 

マーケティング ・事務作業 2 
警備 ・ホテル、宿泊客の安全維持警備活動 

・ホテルスタッフのチェック・識別 2 セキュリティ関連専攻 

251-400 2A 清掃 ・ホテルの客室・ロビーの清掃や管理 
・ベッドメイキング 3   

厨房 ・食材の準備  
・食器洗浄 3 ホテル・レストラン・観光学関連専攻 

調理関連専攻 

フォードモータース 
世界的に有名な自動車メーカーであり、自車販売お
よび 
整備を行っています。 

販売部門・販売支店 ・事務作業、書類事務 
・来客への対応 2 工学系・自動車整備関連専攻 401-465 2B 

メカニック、整備 ・メカニック、自動車整備の補助 2 

Plaza de Peloサロン 高品質な美容、コスメティックサービスを提供する 
イロイロ市内指折りの高級サロンです。 

カット、パーマ、カラー、メイク
アップ、ネイルアート施術あるいは
補助 

・ネイルアート施術あるいは補助 
・サロン清掃 
・カット、パーマ、カラー、メイクアップ施術あ
るいは補助 

3 美容関連専攻 466-590 3A 

イロイロ市役所 イロイロ市制本部として様々な市条例や規制を 
策定します。 

イロイロギャラリー ・来場者へのイロイロ市の紹介 2 観光学関連専攻他 591-680 3B 

チャイルドケア ・イロイロ市役所スタッフの子どもたちのケア
（基礎教育・遊戯等） 2 介護・幼児教育関連専攻 466-590 3A 

市民課 ・事務作業補助 2   401-465 2B 
I-Explore 

トラベルエージェンシー 
旅行、チケット予約、宿泊予約を手配する 
イロイロ市内の旅行代理店です。 業務全般 ・オンライン予約の受付補助 

・宿泊施設選択の際のお手伝い 2 観光学関連専攻 466-590 3A 

フィリピン航空 
イロイロ国際空港 

＜フィリピン航空＞ 
フィリピンのフラッグシップキャリアです。 
＜イロイロ国際空港＞ 
フィリピン国内4番目の旅客取扱数を誇ります。
2007年に市の中心から現在の場所に移転しました
（市内から車で約20分）。 

地上業務関連セクション 
・搭乗客からの問い合わせ対応 
・出発エリアでの空港職員の補助 
・事務作業の補助 

1 

観光学関連専攻 
キャビンアテンダント養成関連専攻 
 
※上記のいずれかに関連する専攻での学士
学位（四大卒）以上必須 
※2か月以上前の書類申請必須 

681-710 4A 

実務研修のための 
専攻条件 

  必須かつ学士学位以上所持 ※上記以外にも、イロイロ州庁舎の複数部署および数社のBPOビジネスとの提携を近日中に予定 
  必須 
  強く望ましい 
  望ましいが必須ではない 
  あるといいが、特に拘らない 
  実質的にすべての学科を受け入れている 



ホテルでの実務研修 カーショップでの実務研修 

【実務研修先での様子】 

フィリピン中央大学修了証 ショッピングモールでの実務研修 
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【インターン時の服装について】 

※平日は毎日着ることになるので、 
 3着ほどのご準備があれば洗濯に出している間 
 足りなくなるということはないかと思います。  
 
※スーツを着る必要はありませんが、 
 Tシャツにジーパンといったラフな格好は 
 お控えください。 

・長ズボン  
（女性はスカートでも可） 
・襟のある服  
・靴（サンダル不可）  



(1)平日スケジュール例（1クラス50分・クラスとクラスの間に10分間の休憩が入ります）： 

  月 火 水 木 金 

午前 

第1週目（初日） 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:30】 
レベルチェック 

テスト 
 

【11:30】 
昼食 

第2週目以降 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
 

午後 

 
【13:00～15:00】 

校内 
オリエンテーション 

 
【15:00～17:00】 

校外 
オリエンテーション 
（@SMシティイロイロ） 

 
【17:30～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【13:00～16:50】 

レッスン 
⑤Conversation 
⑥Pronunciation
⑦Listening 

 
 【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

 
【13:00～16:50】 

レッスン 
⑤Conversation 
⑥Pronunciation
⑦Listening 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

 
【13:00～16:50】 

レッスン 
⑤Conversation 
⑥Pronunciation
⑦Listening 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

 
【13:00～16:50】 

レッスン 
⑤Conversation 
⑥Pronunciation 
⑦Listening 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

 
【13:00～16:50】 

レッスン 
⑤Conversation 
⑥Pronunciation
⑦Listening 

 

【17:00～】 
・夕食 

・自由時間 
 

--門限：26時-- 

ご留学スケジュール例 

  月 火 水 木 金 

午前 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
⇒インターン先へ 

移動⇒ 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
⇒インターン先へ 

移動⇒ 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
⇒インターン先へ 

移動⇒ 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
⇒インターン先へ 

移動⇒ 

 
【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:50】 

レッスン 
①Grammar 
②Reading 
③Vocabulary 
④Writing 

 
【11:50】 
昼食 

 
⇒インターン先へ 

移動⇒ 

午後 

 
【13:00～16:00】 

実務研修 
 

⇒インターンから 
帰校⇒ 

 
【17:50～20：00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 
 

 
【13:00～16:00】 

実務研修 
 

⇒インターンから 
帰校⇒ 

 
【17:50～20：00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

 
【13:00～16:00】 

実務研修 
 

⇒インターンから 
帰校⇒ 

 
【17:50～20：00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

 
【13:00～16:00】 

実務研修 
 

⇒インターンから 
帰校⇒ 

 
【17:50～20：00】 

・夕食 
・自由時間 

 
--門限：20時-- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

 
【13:00～16:00】 

実務研修 
 

⇒インターンから 
帰校⇒ 

 
【17:50～】 
・夕食 

・自由時間 
 

--門限：26時— 
 

第1週目～4週目： 第5週目以降： 

黒フォント：MKにて実施  青フォント：実務研修先にて実施  緑フォント：移動 
copyright 2016 MK EDUCATION Japan 



皆様のご来校を 
心よりお待ち申し上げております。 

copyright 2016 MK EDUCATION Japan 
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