
参加費無料日本就職を目指す留学生のための

有給インターンシップ

「企業に多様性が根付くきっかけになりました。」

「前向きな姿勢がとても評価できる。」

「参考になる意見をたくさん得ることができました。」

　立命館大学では、 日本での就職を目指す外国人留学生を対象に、 留学生の採用を予定 ・ 検討している企業様での

有給インターンシッププログラムを実施します。

立命館大学  留学生 DATA

　本プログラムは、加盟校で学ぶ留学生を対象とし、伝統と革新に溢れた京都企業の存在を知り、有給インターンシッ
プによる就業を通して、そこでの仕事や働き方の魅力を発見することで、京都企業への就職・定着の足がかりとなるこ
とを目指しています。これまでに、インターンシップ先への就職・内定といった具体的な成果も生んでいます。高度外
国人材の採用による「海外とのネットワークの構築・拡大」、「外国人ならではの能力・発想の活用」「ビジネスの競争
力強化」「優秀な人材の確保」「組織の多様化・社員の国際化」

【主催】 立命館大学キャリアセンター   

           問い合わせ先　OIC キャリアオフィス　072-665-2120　( 留学生支援担当 )

【運営】 株式会社学生情報センター ( 労働者派遣事業免許許可番号　派 26-300690)　 

           問い合わせ先  西日本学校法人営業部　 075-352-0749  info-osk@tokyu-nasic.jp　　　  

2021 年度 ( 夏期実施 ) 受入企業募集に関するご案内

▶ 有給インターンシップだから

▶ 労働者派遣スキームだから

留学生のスキルや語学力を活かした業務を与え、 責任を伴った実務経

験の場が提供できます。 一緒に働くことで、 本人の能力 ・ 適性や仕事

への姿勢などが把握できます。

雇用 ・ 就労管理等の負担無しに留学生の受け入れが可能です。 労働者

派遣事業免許を有する事業者に運営を委託し、 お互いにとってメリッ

トとなるような就業プログラムの運営をサポートします。

　

受入企業募集期間 ： 2021 年６月７日～ 2021 年 7 月９日

▶ 大学が実施するプログラムだから

　

キャリアセンターから、 留学生に対してプログラム案内を行います。 留

学生にとって、 日本での就労体験型のインターンシップに参加できる

機会は限られています。 意欲的な留学生との出会いが期待できます。

留学生の採用実績をお持ち、 または採用を予定されている企業様で、 京都府 ・ 大阪府 ・ 滋賀

県内を中心とした関西エリアの事業所にてお受入れが可能な企業様

※詳細は、 「受入企業募集要項」 にてご確認くださいますよう、 お願いいたします。

対象企業

労働者派遣契約に基づく、 有給インターンシップです。 期間中の留学生派遣料金および交通費

をご負担いただきます。
企業負担

2022 年 9 月および 2023 年 3 月に卒業 ・ 修了予定の留学生在学者数　※いずれも 2021 年 5 月末日時点の在学状況

文系学生 理系学生

大学院生
約 270 名 学部生

約 230 名
中国
約 310 名

韓国
約 90 名

その他
約 70 名

大学院生
約 160 名 学部生

約 150 名
中国
約 250 名

韓国

約 15 名

その他

約 35 名

インドネシア

　約 10 名

アメリカ

約 20 名

インドネシア

　　約 10 名

2021 年 9 月 6 日 （月） ～ 2021 年 9 月 24 日 （金） の期間中、 原則 5 日以上 ・ 40 時間

以上の就業体験機会をご提供ください。
受入期間

その他…ベトナム、 ミャンマー、 台湾、 フィリピン等

の 28 の国 ・ 地域 （いずれも 10 名未満）

　

その他…マレーシア、 アフガニスタン、 ベトナム等

14 の国 ・ 地域 （各 10 名未満）

　
（衣笠）　法学部 ・ 法学研究科、 産業社会学部 ・ 社会学研究科、 国際関係学部 ・ 国際関係研究科

　　　　　 文学部 ・ 文学研究科、 映像学部 ・ 映像研究科、 応用人間科学研究科、 言語教育情報研究科

　　　　　 先端総合学術研究科

（びわこ ・ くさつ）　経済学部 ・ 経済学研究科、 スポーツ健康科学部 ・ スポーツ健康科学研究所

　　　　　　　　　　　　 食マネジメント学部

（大阪いばらき）　経営学部 ・ 経営学研究科、 政策科学部 ・ 政策科学研究科

　　　　　　　　　　　 総合心理学部 ・ 人間科学研究科、 グローバル教養学部 （2019 年開学）

　　　　　　　　　　　 テクノロジー ・ マネジメント研究科、 経営管理研究科 （ビジネススクール）

（びわこ ・ くさつ）　理工学部 ・ 理工学研究科、 情報理工学部 ・ 情報理工学研究科

　　　　　　　　　　　　 生命科学部 ・ 生命科学研究科、 薬学部 ・ 薬学研究科



立命館大学 2021 年度（夏期実施） 外国人留学生対象 

「日本就職を目指す留学生のための有給インターンシップ」 受入企業募集要項 

 

１．本事業の目的 

日本での就職を目指す留学生を対象に、次のことを目的として留学生の採用を予定・検討している企業での

有給インターンシッププログラムを実施します。 

①留学生が、日本企業において「総合職」として働く上で必要とされる語学力やビジネスマナー、仕事の進め方

などを体感し、求められる知識やスキルについて理解を深め、また業界やそこでの仕事のイメージを具体化

させることで、就職活動をスムーズに始動できること。 

②企業と留学生との相互理解の促進により、ミスマッチのない採用/就職に繋がり、就職後の戦力化および定

着にも寄与すること。 

 

２．対象学生 

・立命館大学・大学院に所属する外国人留学生（正規学生に限る）のうち、日本での就職を希望する者。 

・プログラム開始までに資格外活動許可を受けている者。 

・定員 20 名程度 （各社様 1～3名程度のお受入れを想定しています。） 

※面談による選考・マッチングを行います。 

 

３．対象企業 

・留学生の採用実績をお持ち、または採用を予定・検討されている企業様 

（留学生の採用予定がなく、キャリア教育・社会貢献のみの位置づけでのお受入れは不可となります。なお、

参加学生を採用することを前提とはいたしませんが、企業と学生の双方で合意の場合は、採用していただくこ

とも可能です。） 

・京都府、大阪府、滋賀県内を中心とした関西エリアの事業所にて有給インターンシップのお受入れが可能な

企業様 

 

４．本プログラムの特徴 

・日本企業への就職をめざす留学生を対象に、入社後の業務が具体的にイメージできる、責任を伴った実務経 

験の場を提供するために、留学生を有給にて業務に従事させます。 

・これにより留学生は、経済的事情を心配することなくプログラムに参加することができ、就業期間中は、受入 

企業の指揮命令のもと、責任を持って実業に携わることが出来ます。 

・受入企業は、留学生のスキルや語学力を活用できる海外関連業務等に留学生を従事させることで一定のメ 

リットを得るとともに、本人の能力・適性や仕事への姿勢などを把握することが出来ます。 

・有給インターンシップ実施にあたり、企業における雇用・就労管理等の負担なしに留学生の受け入れを可能 

とするため、労働者派遣事業免許を有する事業者に運営を委託し、受託事業者が留学生を雇用し、労働者 

派遣契約のもとで派遣を行います。 

 

５．受入企業の募集について 

■募集期間■ 2021年 6月 7日（月）～2021年 7月 9日（金） 

以下の①～④の条件にて、お受入れをご承諾いただける企業様を募集しています。 

 

①インターンシップ受入期間について 

2021年9月6日（月）～2021年9月24日（金）の期間中に受入日程のご調整をお願いいたします。 
※上記期間中、原則として5日間以上、40 時間以上の就業体験の機会をご提供ください。 
※コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、事業所内での受け入れではなくオンラインであればインターン
シップ受け入れが可能な企業様についてもご相談ください。 

※上記期間中は、大学の夏期休暇中につき、「資格外活動許可（1 週あたり 28 時間）」の制限を受けず、１週



あたり 40 時間の就業が可能です。 

 

②企業様負担について 

・労働者派遣契約に基づく、有給インターンシップです。留学生の受入が確定しましたら、受託業者との間に労 
働者派遣契約を締結頂きます。 
・学生時給の設定は、「派遣先均等・均衡方式」により設定します。 
【企業様負担】  
１）派遣手数料 学生時給(*)+ \200/時間   

(*)学生時給は「派遣先均等・均衡方式」を適用し、仕事内容等に応じて設定します。 
２）交通費 1日上限￥1,000まで実費 

【備考】 
・労働者派遣法に基づき、受入企業様における留学生の選考は実施できません。ご了承ください。 

 

③留学生の就業内容について 

本事業では、留学生が「事務系総合職」もしくは「技術系総合職」として働く上での働き方・仕事内容の理解 
を促すことを主な目的としています。 
そのため、インターンシップ就業期間中、留学生にとって日常的なアルバイトでも経験できうる販売・製造な 

どの業務にのみ従事するような環境でのお受入れは、お断りしています。（もちろん企業における全体的な仕
事を理解するために、本事業担当のコーディネーターとご相談のうえ、留学生が販売や製造などの現場作業に
一部従事することは問題ありません。） 
 
④留学生のマッチングについて 
 本事業は、「労働者派遣」のスキームを用い、プログラム運営を行います。労働者派遣法に基づき、受入企 
業様による留学生の選考は実施できませんので、ご了承ください。 
・お受入れにあたっては、期間中の受入予定部署、就業予定内容と、そこで必要とされる要件（就業内容遂行 
にあたり必要となる専門知識やスキル、語学要件など）を予め『受入企業プロフィール』にてご提示いただきま 
す。 
・運営事務局では、ご提出のあった『企業プロフィール』を留学生に公開し、留学生からの応募を受付ます。 
・運営事務局において、応募者全員と面談を行い、企業様から提示された要件を満たしているかどうかを確認 
のうえ、候補者を選抜いたします。（候補学生の情報は、個人情報を除き、書面にて提示させていただきま 
す。） 
・事務局が候補者としてマッチングした留学生とは、事前の顔合せを経て、正式なお受入れを決定いただくこと 
になります。 

 
⑤お手続きおよびスケジュールについて 

１）受入企業登録およびインターン
シップ就業プログラムの確定 
 

【締切】2021年7月9日（金） 
「留学生インターンシップ受入申込書」および受入部門や期間、期間 
中に留学生が従事する業務内容などをお知らせいただく、「受入企 
業プロフィール」のご提出をお願いいたします。 
留学生に求める必要条件などは、本事業担当のコーディネーターと 
ご相談ください。 

３）参加留学生募集・選考 【期間】2021年7月中旬～2021年8月中旬 
・受入企業プロフィールを留学生に公開し、プログラムへの参加募集
を行います。 
・事務局にて、応募のあった留学生との個人面談を行い、候補留学
生を選抜します。 

４）マッチング留学生との顔合わせ 【期間】2021年8月下旬 
事務局にてマッチングしたインターンシップ候補留学生との顔合わせ
において、インターンシップ期間や就業内容等について確定します。 

５）派遣契約手続 【期間】2021年8月下旬～9月上旬 
受託業者との間に労働者派遣契約を締結頂きます。 

６）インターンシップ受入 【期間】2021年9月6日（月）～2021年9月24日（金） 
留学生インターンシップ受入期間中は、業務の指揮命令、出退勤等 
の管理をお願いいたします。 



７）終了時評価 【締切】2021年10月8日（金） 
お受入れいただいた留学生への評価にご協力をお願いいたします。 

 

６．運営事務局について 

主催：立命館大学キャリアセンター 

運営受託者：株式会社学生情報センター 

(留学生の受け入れに関するお問い合わせ) 

株式会社学生情報センター 担当：長谷川 淳子 

電話：075-352-0749 FAX：075-352-0035 Eメール：info-osk@tokyu-nasic.jp 



立命館大学 

2021年度 外国人留学生対象 「日本就職を目指す留学生のための有給インターンシップ」 

留学生受入申込書（受入先企業用） 
 

立命館大学 外国人留学生対象「日本就職を目指す留学生のための有給インターンシップ」を通した、留学生のインターンシップ受け入れを申し込みます。                                

申込日 ２０２１ 年  月  日  

フリガナ  資本金  

企業名  

設立年  

従業員数  

本社所在地 

〒 

 

 

事業内容  

外国人留学生 

採用実績 

2021年度  

2020年度  

2019年度  

2018年度  

記入例 営業職○名（中国、韓国、・・・）、技術職○名（中国、ベトナム、・・・） 

※上記の情報は、インターンシップ参加を希望する留学生に公表させていただきます。 

 

■ご担当者様情報 

フリガナ  
部署名  

お名前  
役職名  

ご担当者様 Email  

TEL  FAX  

※ご担当者様情報は、本プログラムに関する連絡に使用させていただきます。 

 

■留学生採用に関わるアンケート 

採用選考時に求める日本語レベル  

入社時に求める日本語レベル  

（母語を含み）就業経験のある留学生の採用可否 □可（条件など：                           ） □否 

※留学生採用に関わるアンケートは、立命館大学における今後の留学生支援に活用させていただきます。 



立命館大学 2021 年度 外国人留学生対象「日本就職を目指す留学生のための有給インターンシップ」 

ご提出先：（株）学生情報センター FAX:06-4806-0550 info-osk@tokyu-nasic.jp 

受入企業プロフィール 

企業名  

企業 PR 

 

 

 

主たる受入部署  

留学生に 

期待すること 

 

 

 

 

予定している 

就業内容 

 

 

 

その他の受入部署  

留学生に 

期待すること 

 

 

 

 

予定している 

就業内容 

 

 

 

就業場所 □ 本社所在地と同じ 

就業場所 

所在地 

名称  

最寄駅  

所在地  

就業場所備考  

就業の条件 

日程 2021/9/6～24 の期間中、 □ 相談の上、決定 □ 指定（                             ） 

勤務曜日 □ 平日のみ  □ その他（                                                ） 

勤務時間  

服装等  

その他  

求める要件 

①言語 

（MUST） 

 

 

（WANT） 

 

 

求める要件 

②知識、スキル 

（MUST） 

 

 

（WANT） 

 

 

受入可能な学年 
□指定あり（                                           ） 

□指定なし（                                           ） 

受入可能人数 
   名 ※２名以上受入可能な場合、□同期間に受け入れ □期間を分けて受入 □どちらも可 

※備考（                                             ） 

その他備考 
 

 

 


