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International students can also apply for the CEED internship programs. 
Please make an appointment at the CEED office. 



〇CEEDが提供・支援するインターンシップ科目で、
国内派遣は、令和2年7月10日から解禁とする。
ただし、派遣先では、こまめな手洗いを心掛けたり３密を避けるなど、感
染リスクを回避するよう十分留意すること。また、国・地方自治体からの
移動制限等があれば従うこと。

〇国外派遣は、一定の条件を満たした場合に限り、
令和2年10月1日以降に、特別に派遣を許可するこ
とがある。詳しくはCEEDまで問い合わせること。

〇本対応の変更等は、CEEDのホームページに掲載
する。各自で確認すること。

https://subutu-ap.eng.hokudai.ac.jp/ceed/

CEED
新型コロナウイルス対応

(令和2年7月10日時点)
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○ 学生が在学中に、自らの専攻、将来のキャリアに関連して、
企業、研究機関等で就業体験をすること。

CEED

●国内の場合は企業および国立研究所、
官公庁などがインターンシップの派遣対象。
国内の大学でのインターンシップは対象外。

CEED支援のインターンシップ
（国内）
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CEED

海外の場合は企業もしくは大学。
大学では研究プロジェクトに加わること

（自分の大学での研究の延長線上にない仕事
に携わること）。そこで自分の基礎学力を応用
する力、コミュニケーション力などが試される。

（CEED支援を受けられない例）
自分のサンプルを持って行き北大にない装置
で分析・評価をする。

CEED支援のインターンシップ
（海外）
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インターンシップの教育効果

（1） 職業意識、企業・技術の現場の体験

（2） 専門に関連した高い成果（新製品の開発など）

（3） 基礎科学と実学の関連性の理解と応用力、

学習意義

（4） 自立心、責任感、社会性、コミュニケーション能力、

自己表現、チームワークの重要性

（5） 社会人、企業人としてのモラル、生活感覚

（契約、守秘義務など）

CEED
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（6） 海外の場合：

・ 英語力（度胸）の顕著な改善

・ 自立心・自信、異文化理解

・ 国際的交友関係

・ 広い見聞・国際感覚（地理歴史～芸術）

・ 日本の国情、自分の現状の再認識

・ マナー、気配りなどの日常生活感覚

（7） 将来のキャリア（進路、職種、企業）への展望

・ 海外の場合は選択肢が広がる

インターンシップの教育効果 CEED

6



企業側のメリット

（1） 人材確保

（2） 職業意識＝即戦力、就職後の定着率

（3） 教育への産業界のニーズの反映

（4） 逆OJT＝最新の知識を持った学生が社員を教育、

研修担当者の訓練、意識改革

（5） 学生の声を業務改善、製品の開発に活かす

＊しかし、主として「社会貢献」＝好意による

機会提供

CEED
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インターンシップ科目履修について

●①短期：実働５日以上 大学院「インターンシップ第一」、学部「インターンシップⅠ」

●②長期：実働15日以上 大学院「インターンシップ第二」、学部「インターンシップⅡ」

 １dayインターンシップなど実働5日に満たないものや、就職活動に関す
るものは対象外。

 修士・博士研究の一部を学外で実施するものは対象外。

●工学院
指導教員が認めた場合は主専修科目として履修できる

●情報科学院
主専修及び副専修以外の科目（修了要件以外の科目）
として履修できる

●総合化学院
指導教員が工学研究院所属の研究室学生

●詳細は、各所属の学生便覧を参照

CEED
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インターンシップ履修の流れ
(CEED主催の海外インターンシップ）

当ガイダンス

CEED Web 登録と
教務課での履修届。
履修届はいつでも提
出可能（通年）。
結果的に履修しな
かった場合は成績は
つかない。

CEED

海外インターンシッ
プに行く希望がある
場合はCEEDに早め
に相談すること
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(7) キャリアセンター
(8) 研究室教員、コース、専攻経由
(9) 公開公募(学生自主応募)
(10) CEED

受入れ先の紹介ルート

海外

(1) 研究室教員、コース、専攻経由
(2) CEED
(3) 公開公募(学生自主応募)
(4) トビタテ！留学JAPAN (JASSO:日本学生支援機構）【窓口:工学系事務部教務課国際企画事務室】

(5) 国際インターンシップ 【窓口:学務部国際交流課】

(6) STSIプログラム【窓口:工学系事務部教務課STSIセントラルオフィス】

国内

CEED
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CEED
CEED支援とその条件

(海外インターンシップ）
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● CEEDでは海外インターンシップに参加する学生を応援する
ため、海外渡航にかかる費用を支援する２種類の制度があり
ます。

【 JASSO給付型奨学金】 12P
【 CEED海外インターンシップ渡航費支援制度】13P
支援の流れ

①「 JASSO給付型奨学金」が可能か確認。
②「 JASSO給付型奨学金」が不可の場合は，

「 CEED海外インターンシップ渡航費支援制度」

● 他に、学務部が実施している「国際インターンシップ」に工学

系学生が参加する場合にも、渡航費支援があります。 14P
※ 国内インターンシップの場合は、支援がありません。



CEED
CEED支援とその条件 (海外インターンシップ）

【 JASSO給付型奨学金】
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令和２年度は、条件を満たすと、JASSOによる
支援を受けることが可能。
学部生への支援は、JASSO給付型奨学金のみ。(国際インターンシップを除く。)

条件等の詳細については、CEEDに確認。
【条件】 ・工学部学生(３年次以上) 、工学系大学院生であること。

・日本国籍を有すること。
・学生交流に関する協定等に基づき、派遣先大学が受入を許可していること。
・派遣期間が、３２日以上であること。
・派遣前年度の成績がJASSOの定める基準を満たしていること。(※)
・必要な語学力水準を適切に満たしていること。
・海外での研修活動を下記の科目として履修登録し、その単位を取得すること。
学部学生：「インターンシップⅠ」または「インターンシップⅡ」
大学院学生：「インターンシップ第一」または「インターンシップ第二」

【支援額】 ・派遣地区により、月額１０〜６万円。
(本JASSO給付型奨学金がCEED海外インターンシップ渡航費支援制度の上限金額(２０万円または１０万円)に満たなく、渡航費が本JASSO
給付型奨学金を超過する場合は、CEED海外インターンシップ渡航費支援制度から上限金額まで支援する。
例 ：JASSO奨学金が１２万円で、渡航費が１８万円の場合、CEED海外インターンシップ渡航費支援制度から６万円を追加支援。)

 ※ 令和２年度は、この基準とは別に、さらに成績が優れていると、プラス「 CEED海外インターンシップ渡航費支援制度」が可

【申請期限】・派遣日から、約３か月前までには申請。
派遣開始月により期限が異なる。CEEDに要確認。



CEED
CEED支援とその条件 (海外インターンシップ）

【 CEED海外インターンシップ渡航費支援制度】

渡航費（20万円上限）

 CEEDの支援を受けるための条件
（１）インターンシップの内容（プロジェクト参加）
（２）実動5日以上
（３）インターンシップ第一か第二を履修

（４）工学系の大学院学生（以下のどこかに所属）

工学院、情報科学院、総合化学院（工学系）

（５）なお、外国人留学生が本国でのインターンシップを希望する場合は支援を行わない。

（６）まずＣＥＥＤに相談に来ること。 勝手に航空券を購入したりしない。
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※ 実働5日以上10万円上限、実働15日以上20万円上限



CEED
CEED支援とその条件

(学務部主催の国際インターンシップ)

CEED支援＝渡航費
（支給額は上限10万円を予定していますが、変更の可能性もあります。）

 CEEDの支援を受けるための条件
（１）国際インターンシップに参加
（２）実働5日以上
（３）大学院生はインターンシップ第一か第二、

学部生はインターンシップⅠかⅡを履修
（４）工学系の大学院学生（以下のどこかに所属）か学部生

工学院、情報科学院、総合化学院（工学系）、工学部

（５）なお、外国人留学生が本国でのインターンシップを希望する場合は支援を行わない。

（６）まずＣＥＥＤに相談に来ること。 勝手に航空券を購入したりしない。
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CEEDCEEDの持っている情報（海外１）

締め切りまでに定員が埋まらない場合や
マッチングが上手くいかずキャンセルにな
る場合など有りますので締め切りを過ぎて
も諦めずにCEEDに聞いて下さい。

すべての派遣は受入れ側から許可が出て
初めて成立するので、「北大で選ばれた＝
派遣」とは必ずしもなりません。
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海外インターンシップ



CEEDCEEDの持っている情報（海外2）

アルバータ大学（カナダ）(9月～12月に開始、Skypeによる面談有) 2名

クィーンズランド工科大学（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）（9月～2月に開始) 2名
（IELTS 5.5以上の者。QUTより滞在費支援有り最大2カ月）

【大学】8/7(金）締切 CEEDに応募すること
※ 定員を満たしていない等があり得るので、締切後もあきらめず、CEEDに相談してください。

なお、すべての大学において、新型コロナウイルスにより、実施可否は流動的
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中正大学（台湾）（8～9月の６週間） 1名（宿泊費無料・滞在費支給）

マレーシア国際イスラーム大学(ﾏﾚｰｼｱ) 4名（宿泊費無料）

ソウル大学（韓国） 5名（SNUより滞在費支援有り最大2ｶ月）

ライス大学（アメリカ）（2～12ヵ月） 1名（担当教員と面談必須）
分野：ナノテクノ ロジー、材料工学、応用物理、化学工学

タルサ大学（アメリカ） 1名

タンペレ応用科学大学（ＴＡＭＫ）（フィンランド） 2名



CEEDCEEDの持っている情報（海外3）

トルンプ（ドイツ） 日本国籍の修士課程 数名
【令和２年度は中止。なお，夏以降に状況が変われば再度検討】

【企業】8/7（金）締切 CEEDに応募すること
※ 定員を満たしていない等があり得るので、締切後もあきらめず、CEEDに相談してください。
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Steinmuller Engineering（ドイツ） 大学院生 １名
【令和２年度は，新型コロナウイルスにより，実施可否は流動的】

IHIの子会社（理論・計算）

高砂熱学工業（シンガポール） １名
【令和２年度は中止】
日系企業（親会社：高砂熱学工業）



•主に、北大のキャリアセンターで情報が提供されているため、
興味のある方は各自確認すること。

•大学を経由して申請する官公庁インターンシップは、大学
の窓口をキャリアセンターとする官公庁がある。
申請の際は、キャリアセンターに確認すること。

•CEEDのホームページの情報を定期的にチェックすること。

CEEDCEEDの持っている情報（国内）

国内インターンシップ
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〇 東芝 《CEED HP 「受け入れ企業・大学(学内限定)」に掲載済》

原則として派遣期間は、修士課程 1か月間程度、
博士後期課程 3か月間程度。

〇 三菱航空機 《CEED HP 「受け入れ企業・大学(学内限定)」に掲載済》

原則4か月の長期インターンシップ。
海外派遣もありうる。

CEEDCEEDと提携している企業情報（国内）
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CEED注意事項

ビザの手配は各自で！

海外インターンシップ

海外インターンシップ希望者はなるべく
早く準備を始める。

CEEDで手順などについて相談すること。
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CEED注意事項

指導教員、CEED 、その他どこの紹介で
あっても、安全は自己責任。

保険は補償範囲を考えて入る。
CEEDで加入を条件または勧める保険あり。
(学研災・学研賠・海外旅行保険・危機管理保険)
危機管理保険は、CEED海外インターンシップ渡航費支援制度・JASSO給付型
奨学金の対象外でも、CEED全額負担により加入が可能だが、事前に学研災・
学研賠・海外旅行保険の加入が条件となっている。

携帯電話は海外でも使えるように。
21



海外インターンシップ派遣実績 CEED
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海外インターンシップ派遣先（2005-2019）

インターンシップ派遣では、欧・米・アジアで地域の偏りが少ない。

派遣：北大から海外へ

CEED
派遣地域

アジア
17%

アセアン
19%

北米
22%

ヨーロッパ
35%

オセアニア
4%

南米
2% アジア

アセアン

北米

ヨーロッパ

オセアニア

南米

中東

アフリカ



◎海外：30 countries:
US, Canada, Germany, France, Switzerland, Finland 
Hungary, other West & East European countries
Australia, Chili,  Russia, Mexico, Oman,
Thailand, Korea, Indonesia, other Asian countries

○ Companies, Research institutions, Universities

◎国内：各企業、国立研究所（本州、札幌・道内）

日本原子力研究開発機構、Panasonic、積水化学工業、
コマツ、オムロン、東芝、ドーコン、ISOL 、奥村組、
三菱ケミカル、クラレ、ブリジストン、日鉄ソリューションズ、
旭化成、日立化成、 NTT環境エネルギー研究所、日本製鉄、
トヨタ、東京電力、ＪＡＸＡ、太平洋セメント、
キョーリン製薬、日本原燃、JR北海道、日立、
日立ソリューシュンズ、ＪＲ東日本、三菱電機、牧野フライス、
デンソー、清水建設、防衛省、大成建設、 三菱航空機、
三菱電機、 三菱重工業、 鹿島建設 他 24



ＣＥＥＤインターンシップ登録方法 CEED

クリック

25



メインメニューについて

・初めてインターシップ
へ申込をする学生はこ
こをクリックしてくださ
い。参加申込画面が
表示されます。

・新規申込完了済みの学
生はここをクリックしてくだ
さい。下記ログイン画面が
表示されます。

管理者用のメニューです
（学生は利用できません）

アイコンをクリックす
ると各書式のダウン
ロードが可能です。

WEBシステムの使用方法 CEED
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ログインについて

メインメニュー
に戻ります。

学生番号、生年月日、
メールアドレスを入力
したらログインを押して
ください。

登録情報の修正、その後の情報の
登録については、ログインが必要で
す。ログイン時は学生番号、生年月
日、メールアドレスが必要になりま
すので、新規登録時に間違わない
よう十分注意してください。

WEBシステムの使用方法 CEED
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ログイン後の学生メニューについて①

ログアウトしてメイン
メニューに戻ります。

参加申込を行った日
付が表示されます。

「閲覧」を押すとそのと
きの情報が表示され、
派遣先登録までは編
集も可能です。

参加目的レポートの登録ができま
す。登録後は登録日が表示され、
閲覧のみが可能です。

必要な手順のボタンの背景がピン
ク色になるので、やるべきことが確
認できます。

【キャリアセンタのプログラムを利用
する学生限定】
令和2年度は使用不可の予定

【キャリアセンタのプログラ
ムを利用する学生限定】
令和2年度は使用不可の予定

WEBシステムの使用方法 CEED
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ログイン後の学生メニューについて②

決定した派遣先の情報を登録します。
同時に経費支援を申請する場合はここ
で旅程と旅費等を登録します。

支援申請には「債主コード」が必要なの
で、不明な学生は事前に確認しておい
てください。

派遣前教育を受講
すると自動で日付が
表示されます。

体験報告レポートの
登録ができます。登録
後は登録日が表示さ
れ、閲覧のみが可能
です。

WEBシステムの使用方法 CEED
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授業科目としてのインターンシップ CEED

１．ガイダンス－履修届(教務課）

３．派遣前教育

２．派遣前レポート

４．体験報告

５．派遣先評価

30



CEED体験報告書の書き方

（1） インターンシップの概要（派遣先・派遣期間・指導員など）

（２） 研修内容（テーマ・成果概要など）

（３） (2)項以外で学んだこと・後輩等に伝えたいこと

（４） その他

必ずCEEDのホームページの体験記を参照すること

https://labs.eng.hokudai.ac.jp/ceed/industory/internship/overseas/os-report

31



世界で戦える技術者・研究者を目指そう！
～CEED国内外インターンシッププログラム～

CEEDは、やる気のある学生を

支援します。

質問、相談のある学生は下記に連絡を！

工学系教育研究センター

内線７１６３
ceed-ind@eng.hokudai.ac.jp

まずWeb登録を！
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