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【関西学院大学経済学部開講科目 海外学習活動（ドイツインターンシップ）】 

KM Group短期インターンシップ観光事業部署 

春季（2023年 2～3月）開催分 
概要 

世界で 1番旅行を行う国ドイツ。GDP世界 4位でありながら、ドイツ人の有給取得日数は年 30

日と世界でもトップクラス。ドイツ人は何故こんなにも休暇を長くとり旅行を楽しむことができる

のでしょうか。その背景にはドイツの労働条件にあります。日本と異なる働き方はあなたの価値観

を変える事になるでしょう。 

 両国の間には異なる働き方がありますが、どちらにも良し悪しがあります。私たちは常に新しい

世界観を見て、体験し、知識や考え方を学び、何が最良かを見極める必要があります。 

 

特色 
観光事業部では現在欧米人に最も人気のある地中海クルーズを日本人のお客様にも知ってもら

う広報活動を行って頂きます。実際にクルーズ船に乗船し、その素晴らしさを直に体験し、皆さん

の意見とアイディアを情報配信して頂きます。主に、クルーズ船の詳細を調べてホームページのア

ップデート作業と、小グループでの広報動画作成を行って頂きます。 

インターンシップ中に 2回の弊社教育プログラムであるビジネス・教育に関するゼミナールが

行われます。社会で必要な知識やスキルの習得、ドイツの労働環境等を理解し、社会人になる前

の経験を積みます。 

 

研修期間 

ドイツ現地到着～帰国：2023年 2月 18日（土） ～ 3月 11日（土） 

※不明な点があれば経済学部事務室にお問い合わせください。 

 

研修内容 

【観光事業部署】 

・「地中海クルーズ」の販売促進サポート 

- PR動画の作成 

- クルーズ情報 ホームページのアップデート 

・ビジネスに関する ゼミナール 

 - ドイツでの労働：ドイツの労働条件やドイツ人の働き方 

 - ドイツ人との仕事：現地で行うビジネスについて 又は 海外での仕事について 

※社外より現地で働く方を講師としてお招きして講義を行います。 
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出張 (インスペクショントリップ) 

提携クルーズ会社のクルーズ船に乗船して頂き動画素材の撮影、MSCスタッフによる船内の細部

の案内やクルーズの説明を行っていただきます。 

 

▽ 提携クルーズ会社：MSC Cruises (https://www.msccruises.jp/) 

 

・予定クルーズ：MSC GRANDIOSA  

2023年 2月 26日 ジェノア発  ～ 3月 5日 ジェノア着 

日本人専任スタッフがフランクフルトより 1名同行致します。 

 
 

※ プライベート旅行ではありません。MSCのインスペクショントリップとなります。 

船内滞在中も業務作業、MSCスタッフ(英語・独語)によるクルーズ説明会等があります。 

 

研修体制 

▽研修時間 

月火木金 09:30 - 17:30 (休憩 1時間)    

水 09:30 - 13:30 / 午後（ゼミナール/1-2時間） *時間は講義者によって変わります。 

土・日 休み   

  ※無給です。 

 

科目の概要（詳細はシラバスを確認してください） 

科目名：海外学習活動（ドイツインターンシップ）２ 

単位数：4単位（秋学期集中科目） 

募集定員： 観光事業部署 最大 6名※（エントリーシート及び面接による選考があります） 

※最低催行人数：同性 2名以上 

担当教員：上村 敏之 

研修企業：KM Group  http://www.km-grp.com/ 

https://www.msccruises.jp/
http://www.km-grp.com/
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応募方法・申込スケジュール 

■プログラム説明：下記要領でプログラム説明動画を確認してください。 

公開日時：11月 22日（火）12：30公開（予定） 

格納場所：kwic（https://onl.bz/yggmbQq） 

【ご参考】 

 前回プログラム参加者（2022年度春学期集中）の 

体験談を参考にしてください。（https://onl.bz/CtwiviC） 

 

■応募期間：2022年 11月 24日（木）～12月 1日（木）16：50 

  提出先：経済学部事務室 

  受付時間：事務室開室時間中（平日 8：50～11：30、12：30～16：50） 

応募書類：kwicから所定書式をダウンロードの上、作成してください。 

     （https://onl.bz/2c3vwVj） 

 ※所定書式 ①エントリーシート 

②参加申込書（保証人の署名捺印が必要です） 

③誓約書（保証人の署名捺印が必要です） 

④健康状態等申告書 

⑤井谷憲次奨学金申請書 

※プログラム参加決定者は、井谷憲次奨学金（支給奨学金）に申請可能で

す。応募段階で申請書を提出してください。 

※選考により不参加となった場合でも、応募書類は返却いたしません。 

⑥クルーズ船乗船について 

 

■第一次審査（書類選考）：担当教員による書類選考を実施します。 

結果発表：12月 5日（月）12：30（kwicでお知らせします。） 

 

■第二次審査（面接）：オンライン上でドイツ KM Sports GmbHの担当者との面接。 

面接実施期間：12月 7日（水）～12月 13日（火） 

面接実施日時：書類選考結果発表時にお知らせします。 

 

■プログラム参加者発表：12月 16日（金）12：30（kwicでお知らせします。） 

  ※書類審査、面接審査の２段階で判断し参加者を決定します。 

  ※審査の結果、定員に余裕がある場合でも参加できない場合があります。 

 
説明会動画 

 
参加者体験談 

 
応募書類 DL 

https://onl.bz/yggmbQq
https://onl.bz/CtwiviC
https://onl.bz/2c3vwVj
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（重要）参加決定後のキャンセルはできません。やむを得ない事情でキャンセルをした場合

でも、所定のキャンセル費用が発生します。 

 

■事前研修会①（詳細は 12/16に kwicでお知らせします。） 

日時：12月 20日（火）12：50～13：20 

会場：経済学部棟２階会議室（予定） 

  内容：プログラム費用についての説明。 

事前課題（プログラム目標設定シート（仮称））についての説明。 

  配付予定書類：・口座登録用紙（参加者本人名義の日本国内金融機関口座を登録します） 

         ・プログラム費用納付用紙（関西学院所定の納付用紙でお支払いいただきます） 

         ・その他（保険の概要など） 

 

■プログラム費用納付（所定方法で所定期間内に納付してください。） 

 

■事前研修会②（詳細は年明けに kwicでお知らせします。） 

日時：2023年 1月 28日（土）10：00～12：00（予定） 

会場：経済学部棟２階会議室（予定） 

  内容：事前課題（プログラム目標設定シート（仮称））についてのコメント。 

     渡航に当たっての心構え。 

     渡航情報提供について。 

     保険証券の説明（保険会社から） 

     その他 

  配付予定書類：・保険証券 

         ・渡航についての説明文書 

         ・その他 

 

■渡 独 

  インターンシップは現地集合、現地解散ですが、日本に帰国するまでが授業プログラムで

す。渡航チケットは各自で取得してください。ただし、渡航期間中に研修対象外の他国へ入

国したり、ドイツへの移動以外のイベントに参加することは認められません（保険の対象外

となります） 

詳細は事前研修会②で説明します。 
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■現地研修 

大学の授業プログラムとして参加しますが、受け入れてくださる企業にとってはインターン 

シップとしての側面もあります。社会人としての最低限のマナーを忘れず取り組んでくださ 

い。授業プログラムとして週に一度の週報の提出が課されます。 

  詳細は、事前研修会②で説明します。 

 

■帰 国 

  渡独時と同様、寄り道は認められません。 

 

■振り返り会 

日時：2023年 3月 16日（木）10：00～（予定） 

    会場：経済学部棟２階会議室（予定） 

     プログラム目標設定シート（仮称）に対して、各自のプログラムでの行動を振り返り

ます。 

 

■単位認定 

  2022年度秋学期科目として 2023年度春学期中に単位認定される予定です。 

  2023年 3月卒業される方には単位認定されませんのでご注意ください。 

 

居住先 

▽2023年 2月 18日～2月 26日 ＆ 3月 5日～3月 11日 

フランクフルト市内のホテル(A＆O Hotel Frankfurt)になります。 

2名～4名でのルームシェアになります。 

・共同キッチン（IHコンロ、電子レンジ・食器・冷蔵庫付き）付き 

・ドライヤー、シャンプー付き 

・コインランドリー付き (有料) 

・食事は各自ご用意頂きます。朝食は 8.5€ 現地払いにてつけることも可能です。 

（徒歩 3分以内にスーパーマーケット、最寄り駅 有） 

・FREE WIFIあり 

 

 ▽2023年 2月 26日～3月 5日 

MSC GRANDIOSA 内側キャビン 

2名～3名のキャビンシェアになります。 

  ・ドライヤー、シャンプー付き 
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  ・コインランドリー無し、ランドリーサービス有（有料） 

  ・朝、昼、夕食付（飲み物は有料） ※クルーズ船外での食事は含まれません。 

  ・WIFI 有料 

 

渡航後のスケジュール（一例） 

 
 

参加条件 
● 学部は問いません。 

● 明るく・元気さ・素直さ・真摯さが最大の条件です 

● 英語やドイツ語が初めての方でも問題ありません。 

現地ではドイツ語または英語を使う場面もありますので、事前に挨拶や数字、簡単な文法は学んで

おきましょう。 

●レポート作成のためWord/Excel/PowerPointがある程度使えることが前提となります。 

●ホームページアップデート、動画編集にあたり、Wordpress 及び Wondershare のソフトウェアを

利用します。スタッフがレクチャーしますので、特に準備は不要です。 

●動画編集をチームで行って頂きます。動画編集ソフトを事前に PCにインストールをお願いします。 

Wondershare Firmora (1年間プラン/学生：5980円/年)   

●現地に上記ソフトウェアが利用できWi-Fi接続可能な PCを持参していただく必要があります。 

●渡航中の事故については、担当教員及び現地のサポートスタッフができる限り対応させていただきま

すが、基本的には自己責任での参加となりますので、参加者及び保証人は関西学院大学及び指導教員・

現地受入企業等の法的責任及び道義的責任を追及することはしないものとします。海外旅行傷害保険

は関西学院大学が提携している保険にご加入頂きます。 

 

プログラム参加費用 

（日本円については１€＝¥148で試算しています。為替レート変動により増減します。） 
観光事業：2,990€  （試算額：442,520円）  
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【含まれるもの】 

▽プログラム 

現地サポート、宿泊費、インターンシップ費用、発着日の空港–宿泊先間送迎、オフィス利用料 

 

▽クルーズインスペクショントリップ 

・クルーズキャビン代金（2～3名同室 内側キャビン） 

・往復 航空券（フランクフルト～発着空港） 

・往復 送迎（発着空港～ジェノア港） 

・日本人 専任スタッフ 1名 同行代金 

・船内チップ 

・朝・昼・夕食代込み / 8日間 

 

【含まれないもの】 

▽プログラム 

現地での生活費、往復航空券（目安）約 130,000円～（870€）、海外旅行傷害保険（約

8,000円）、動画編集ソフト費用、交通費 など 

 

▽クルーズインスペクショントリップ 

・船内で購入する私的購入費用  

・クルーズ船外での私的購入費用  

・飲み物代金 

・コロナ陰性証明テスト費用 

 

※価格は 1€=148円として計算しています。 （2022年 10月下旬時点） 

 為替・物価変動により金額が変動します。 

 

以上 

 
 


