
企業向け情報

カリフォルニア工科大学（カルテック）

日本企業におけるインターンシッププログラム

受け入れ企業からよくある質問 （FAQ)

このページには日本の企業からよくある質問が記載されています。他にも質問がござい

ましたら、的場貴子（Hickey) <takakoh@caltech.edu>までご連絡ください。インタ

ーンシップ・プログラムについて詳しくご説明致します。

I. インターンシッププログラムの概要について

Q1: インターンシップの期間はどの位ですか。

A: 約 10 週間です。（カルテックの年間教育課程に沿って、ほとんどのインターンシ

ップは 10 週間となっています。）

Q2: インターンシップの期間を延長あるいは短縮することはできますか。

A: 各企業が受け入れたインターン生と相談することで、延長、短縮は可能です。ただ

し、延長については、カルテックの年間教育課程と抵触する可能性があるところから、

慎重な判断が必要です。

Q3: インターンシップの開始、終了はいつですか。また何故その頃にインターンシッ

プが実施されるのですか。

A: インターンシップは 6 月第３週の中ば（カルテックの卒業式の後）に開始され、８

月の最後の週に終了します。カルテックの春学期（スプリング・クオーター）は 6 月

の第２週に期末試験があり終了します。学生はその後寮を片付けてキャンパスを去る準

備に時間が必要です。

Q4: カルテックのインターンシップの主な目的は何ですか。

A: カルテックは、アメリカで最もリサーチを重視している大学で、カルテックの学生

は優秀であり、またリサーチの能力が充分あります。学生が日本の企業で科学、工業プ



ロジェクトのインターンシップに携わると共に、日本の文化、日本語の知識を学ぶ機会

を得、また同僚との友好関係を築くことを望んでいます。

Q5:  学生はこのインターンシッププログラムをどこで知るのですか。

A: プログラムはエンジニアリング＆応用科学学部のウェブサイトに掲載されています。

また、10 月初旬に一般学生向けのミーティングが催され、そこでプログラムについて

紹介されます。 尚、日本語 1（初級日本語）クラスを受講している学生は、講師から

この会に参加することを勧められます。

II． インターン応募者のバックグラウンド

Q6: カルテックにはどんな専攻がありますか。

A: カルテックでの専攻は以下の通りです（専攻は変更の可能性あり）

航空学 (Ae) 経済学 (Ec)

応用およびコンピューター数学 (ACM) 電気工学 (EE)

応用力学 (AM) 工学（一般）(E)

応用物理学 (APh) 環境科学および工学 (ESE)

天文学 (Ay) 地質学および天文科学 (Ge)

生化学および分子生物物理学 (BMB) 人文学 (Hum)

生物学 (Bi) 自主学習プログラム (ISP)

ビジネス経済学および経営学 (BEM) 文学 (Lit)

化学工学 (ChE) 材料科学 (MS)

化学 (Ch) 数学 (Ma)

土木工学 (CE) 機械工学 (ME)

コンピューター神経システム (CNS) 物理学 (Ph)

コンピューターサイエンス (CS)

化学、倫理学および社会学・歴史および科学哲学 (SES)

コントロールおよびダイナミックシステム (CDS) 社会科学 (SS)

Ｑ７: インターンシップに多く参加する学生の専攻は何ですか。

Ａ：参加する学生の専攻は、多い順に下記の通りです。

１）電気工学 (EE)

２）工学（一般）(E) およびコンピューターサイエンス (CS)



３）化学工学 (ChE)、生物学 (Bi)、コンピューター神経システム (CNS)

４）物理学 (Ph)、数学 (Ma)、化学 (Ch)、航空学 (Ae)

Ｑ８: 日本企業でのインターンシップに興味を持つ学生はどんなタイプですか？

Ａ： インターンシップに興味を持つのは通常日本のビジネスや文化にも興味を持って

いる学生です。また物事を覚えるのが早く、どんな仕事にもすぐに順応し、それをこな

そうとする前向きの姿勢を持った学生です。

Ｑ９: 学生はどういった学業面でのトレーニングを受けていますか。

Ａ： 通常、カルテックで 1 年、2 年を終了した学生で、必須科目（数学、物理学、化

学、生物学）を終了して、自分の専攻科目を取り始めています。

Ｑ１０: 学生はリサーチをすることができますか。

Ａ： はい。カルテックは将来の研究者を育成することを目的としており、世界でも指

折りのリサーチを重視している大学です。ほとんどの学生は、基礎研究のクラスを履修

し、教授や研究員の指導の下でリサーチ活動に携わった経験があります。

Ｑ１１: 学生は日本語や日本文化等についてある程度の知識を持っていますか？

Ａ：インターンシッププログラム参加には、基本的な日本語能力（カルテックで 2 年

間のコースを終了）が条件です。また日本で問題なく生活していける学生が選ばれてい

ます。

III. 選考方法

Ｑ１２:  学生はどのように選考されるのですか。

A: 学生は 10 月中旬までにインターンシップ.プログラム.オフィスに応募しなければな

りません。プログラムの応募資格を満たした応募者は、教授と職員による面接を受けま

す。主として、学業成績、リサーチ能力、日本語能力を見て選ばれます。

IV. 企業へのインターン生受け入れ決定

Ｑ１３: 学生の受け入れ企業はどのようにして決定されるのですか。



A: 学生の専攻と受け入れ企業のリサーチプロジェクトの内容を基に決定します。10 月

下旬、学生（研修生）を受け入れることを表明した受け入れ会社に、名前や連絡先を伏

せた履歴書をお送りし、順位付けして頂きます。注）カルテック内で行われるインタビ

ューは、履歴書をお送りした後に行われます。即ち、インタビュー時で失格になる学生

もいますので、ご了承下さい。

Ｑ１４: 企業は学生の国籍や性別を理由に学生の受け入れを拒否することができます

か？

A: いいえ。アメリカの法律に基づき、人種、宗教、性別、性向を理由に受け入れを拒

否することは認められません。

VI. 契約

Ｑ１５: 学生が受け入れられた研修を引き受けるかどうか企業にはどのように通知され

るのですか？

A: 企業は口頭あるいは文書によってインターン受け入れを知らせ、学生は正式にポジ

ションを受諾する旨を文書にして企業に送ります。

Ｑ１６: 契約は誰が行うのですか。

A: この契約は学生と企業との契約です。従って学生が責任をもって契約を行います。

Ｑ１７: 学生が契約内容を遂行しない場合、カルテックはどのように対応するのです

か？

A: カルテック内の Honor System（信頼に基づいた自主管理制度）に反するので、カ

ルテック内部で審議に付されます。

V. インターンの待遇について

Ｑ１８: 平均的なインターンの待遇について教えてください。

A: 平均的な待遇は、寮あるいは住居の提供、食費、寮から職場往復の交通費、および

月額 10 万円程度の手当です。

Ｑ１９: 企業は待遇をどのように学生に通知しますか。



A: 企業にデータシートを記載の上、提出して頂きます。カルテックで作成された様式

に基づいたデータシートにインターンシッププロジェクトの概要、職場までの交通、寮

や食事の提供などについて詳しく記載して頂きます。

VI. ミーティング

Ｑ２０: “Intern Information Seminar”とその目的について知らせてください。

A. “Intern Information Seminar”は、カルテックとカルテックの学生を日本の企業にご

紹介するためのオープンハウスです。前回インターン生がプログラムの内容や日本での

経験をスライドなどを用いて、カルテック関係者や 次回参加予定の学生に説明します。

日本からの参加が可能であれば、日本企業の担当者にもご参加頂いていますが、アメリ

カに支社等がある場合は、現地の方が参加されています。また学生の日本での経験を聞

くために、カルテック内でプログラムに関心のある教授、学生部長、管理担当者が参加

します。

Ｑ２１: 東京での昼食会とその目的について知らせてください。

A: カルテック主催の東京での昼食会は、インターン生全員および各企業のインターン

担当者が参加します。目的は以下の通りです。１）受け入れ企業およびプログラム支援

者に対してカルテックより感謝の意を示すため。２）各々のリサーチやプロジェクトが

（インターン開始の状態で）円滑に進められているかどうかを確認するため。３）カル

テックの学生達が日本で会う機会を作るため。

Ｑ２２: 東京での昼食会の交通費と滞在費は誰が負担するのですか。

A: 東京までの往復の交通費は企業に負担して頂きます。東京での学生の滞在先はカル

テックでアレンジします。

Ｑ２３: 昼食会当日の食事の後の予定はどうなっていますか。

A: プログラム支援者が学生達を歌舞伎座など東京の名所に案内してくださっています。

VII. ビザ手続き

Ｑ２４: 学生はどのようにビザの申請を行うのですか。



A: 学生はインターンシップ.プログラム.オフィス（IPO)にビザ申請用紙、写真 2 枚、

パスポートを提出します。IPO は企業からのビザ関連書類と学生証明を添えて日本領事

館に書類を提出します。日本領事館では学生のパスポートにビザのスタンプを押して、

IPO に返送します。

Ｑ２５: 企業ではどのような書類の準備が必要ですか。

A: カルテックではビザ取得に必要な書類の説明書を見本と共に各企業に配布できるよ

うに用意しています。その書類に従って、インターンシップに必要な情報を各企業で記

載して頂きます。（記入見本が必要な場合は、的場貴子（Hickey)

<takakoh@caltech.edu>にご連絡ください。）

Ｑ２６: 各企業はそれらの書類をいつまでにカルテックに提出すればよいでしょうか。

A: 書類はできるだけ早くカルテックまでご送付ください。（遅くともインターンシッ

プ開始 2－3 ヶ月前までにはカルテックまで送達ください。）

IX. 健康保険および学生の出発

Ｑ２７: カルテックは、インターンの日本滞在中の健康保険を負担しますか？

A: はい。カルテックの学生は、カルテックの保険を付保されています。

Ｑ２８: カルテックの保険は日本ではどのように取り扱われるのですか？

A: カルテックの学生は保険のカードを持っています。このカードはいつでもどのよう

な医療機関でも使用することができます。

Ｑ２９: 日本への出発はどのように準備するのですか？

A: 学生は出発前のミーティングに参加し、出発、日本滞在に関する情報の必要書類や

チェックリストを受け取ります。またここでインターンに関する最終のチェックや質問

等をして出発に備えます。


