
東洋大学国際教育センター　2017年度夏季海外インターンシップ・ボランティアプログラム

＜2週間コース＞
渡航期間：
8/20（日）～9/5（火）17日間
現地研修期間：
8/20（日）～9/4（月）16日間

72時間 70時間 \298,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

＜3週間コース＞
渡航期間：
8/20（日）～9/12（火）24日間
現地研修期間：
8/20（日）～9/11（月）23日間

107時間 105時間 \358,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

語学学校
（オープンクラス）

＋
インターンシップ

ニュージーランド・オークランド

・TOEIC L&R 550点程度以上
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

現地語学学校にてインターンシップに必要なビジネスイングリッシュを
約1週間学んだ後、旅行会社㈱エス・ティー・ワールドの海外拠点（支
店）において、旅行業全般の業務を経験するインターンシップ。スタッフ
の一員として働きながら、その地域特有の観光資源を生かした旅行業
務を幅広く経験する。

※使用言語：英語、日本語

渡航期間：
8/19（土）～9/12（火）25日間
現地研修期間：
8/20（日）～9/11（月）23日間

92時間 70時間 ホームステイ 1名 \479,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

5/19（金）
12:00

2
USA・LA
“グローバルキャリア”インターンシップ
～企業ビジネス研修～

ビジネス研修
＋

インターンシップ

USA・ロサンゼルス
（カリフォルニア州）

・TOEIC L&R 550点程度以上
・参加申込後、国際教育センターの面談に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

企業見学やフォーラム、セミナーにおいて、現地で活躍する社会人や学
生との交流により世界の現状を学ぶ4日間の「ビジネス研修」の後、「企
業実習」としてアメリカロサンゼルス近郊の日系企業にて事務作業やク
ライアント訪問同行などの実際の業務を経験するインターンシップ。

※使用言語：「企業実習」における社内使用言語は主に日本語
　　　　　　　　英語使用頻度は、参加者の英語能力や志望業界に
　　　　　　　　よって異なる。

渡航期間：
8/23（水）～9/17（日）26日間
現地研修期間：
8/24（木）～9/15（金）23日間

144時間 112時間
ホテル（4泊）
および
ホームステイ（20泊）

5名
（最少催行人数1名）

\440,000
航空運賃別途

5/19（金）
12:00

ﾗｲﾄﾊｳｽ･
ｷｬﾘｱｴﾝｶﾚｯｼﾞ㈱

3
USA・グレイシャー国立公園
ホテルインターンシップ

有給
インターンシップ

USA・モンタナ州

・学部2年生以上
・TOEIC L&R 750点程度以上
・現地採用担当者との電話またはスカイプ
面接により参加を決定する（日程は別途連
絡）

※米国籍の学生は参加できません。

世界遺産に登録されたモンタナ州グレイシャー国立公園で、各国から
集まる学生とともに有給にてインターンシップを行うプログラム。ホテル
やキッチンなどのアシスタント業務やベッドメイキング、フロントデスクや
レストランでの接客などを行う。Ｊ-1ビザを取得し、インターンシップは全
て英語で行う。

※使用言語：英語

渡航期間：
8/6（日）～9/20（水）46日間
（利用する航空便により21日（木）日本着の
47日間でも可）
現地研修期間
8/7（月）～9/17（日）42日間

192時間 192時間 従業員宿舎 2名
（最少催行人数1名）

\270,000
（3万円の登録費含む）
航空運賃、滞在費は別途

5/19（金）
12:00

intrax

タイ・バンコク 140時間 112時間 10名
（最少催行人数10名）

ベトナム・ホーチミン 124時間 104時間 10名
（最少催行人数10名）

5 カナダ・ケローナ　インターンシップ

語学学校
（オープンクラス）

＋
インターンシップ

カナダ・ケローナ
（ブリティッシュ・コロンビア州）

・TOEIC L&R 600点程度以上
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

現地語学学校で他国からの留学生とともに2週間英語を学んだ後、
オーガニック専門スーパー、語学学校、Food BankなどのNPO法人、保
育園・児童施設などにおいてインターンシップを行うプログラム。期間中
はホームステイをし、活きた英語と文化・風習に触れる。観光資源が豊
富なケローナで様々なアクティビティを通してその魅力に触れると同時
に、地域密着の企業でインターンシップを体験する。インターンシップは
全て英語で行う。

※使用言語：英語

渡航期間：
8/23（水）～9/14（木）23日間
現地研修期間：
8/23（水）～9/12（火）21日間

89時間 35時間 ホームステイ 6名
（最少催行人数2名）

\446,000
航空運賃含む

5/19（金）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

6 USA・サンディエゴ　ボランティア研修

語学学校
（オープンクラス）

＋
ボランティア

USA・サンディエゴ
（カリフォルニア州）

・TOEIC L&R 点数基準なし
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　6月10日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

現地語学学校で他国からの留学生とともに英語を学びながら、サンディ
エゴのダウンタウンを中心とした、いくつもの施設で日々異なるボラン
ティア活動を行うプログラム。語学学校ではプレイスメントテストを実施
し、12段階のレベルから自分のレベルに合ったクラスで学習する。ボラ
ンティアは、非営利団体のシニアセンターやホームレスへの食事配給
などを行う団体での活動のほか、地元地域の祭りや日本庭園での活動
等、多岐に亘る。ボランティアは全て英語で行う。

※使用言語：英語

渡航期間：
8/26（土）～9/17（日）23日間
現地研修期間：
8/26（土）～9/15（金）21日間

85時間 30時間 ホームステイ 10名
（最少催行人数2名）

\548,000
航空運賃含む

6/2（金）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

7
！New！
USA・ポートランド　ボランティア研修

語学学校
（本学専用クラス）

＋
ボランティア

USA・ポートランド
（オレゴン州）

・TOEIC L&R 点数基準なし
　 語学学校：本学専用クラス
　　　　　　（TOEIC L&R 400～550点レベル）
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　6月10日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

本学協定校のポートランド州立大学付属語学学校で英語を学びなが
ら、近郊の非営利団体等でボランティア活動を行うプログラム。語学教
育に定評がある同学校にて英語学習やフィールドワークを行うととも
に、同大学のボランティア活動について学び、シニアセンターへの訪問
やホームレスへの食事配給、植樹活動など異なるボランティア先で幅
広く活動する。また、ボランティア活動やフィールドワークでは同大学の
学生とともに活動を行う。ボランティア活動は全て英語となる。

※使用言語：英語

渡航期間：
8/22（火）～9/18（月）28日間
現地研修期間：
8/22（火）～9/16（土）26日間

123時間 31.5時間 ホームステイ 30名
（最少催行人数10名）

＜10～20名参加の場合＞
\568,000
航空運賃含む

＜21～30名参加の場合＞
\548,000
航空運賃含む

6/2（金）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

8 USA・シアトル　インターンシップ インターンシップ
USA・シアトル
（ワシントン州）

・インターンシップ先によりTOEIC L&R の点
数基準あり
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

アメリカワシントン州最大の都市シアトルで、現地日系団体やホームレ
スの社会復帰を支援するNPO団体、老人福祉施設などでインターン
シップを行うプログラム。インターンシップ内容は、オフィスワークに加
え、企業独自の事業活動やイベントのサポート等、多岐に亘る。

※使用言語：英語、日本語
　　　　　　　  参加者の英語能力に応じて、活動内容と英語の使用頻度
                  が異なる。

渡航期間：
8/24（木）～9/15（金）23日間
現地研修期間：
8/24（木）～9/13（水）21日間

85時間以上
（インターンシップ先に

より異なる）

60時間以上
（インターンシップ先に

より異なる）
ホームステイ 10名

（最少催行人数1名）
\458,000
航空運賃含む

5/19（金）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

1名
5/19（金）

12:00

㈱ｴｽ・ﾃｨｰ・ﾜｰﾙﾄﾞ

4
！New！
アジア現地企業インターンシップ

インターンシップ

・TOEIC L&R点数基準なし
・積極的に業務に取り組めること
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　6月10日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

アジア各都市の現地企業において3週間インターンシップを行うプログ
ラム。インターンシップは、各国のHIDA（一般財団法人海外産業人材育
成協会）同窓生関係現地企業にて実施する。インターンシップの内容
は、スタッフの業務サポートに加え、社内会議への参加、取引先企業へ
の同行訪問等。業務は全て英語で行う。また、インターンシップの他
に、他大学からの参加学生と共同で現地調査等を実施したり、大学訪
問において現地大学生と交流をはかる。
（英語能力と志望業界を勘案し、インターンシップ先を決定する）
（タイ：就労ビザ取得、ベトナム：DN（ベトナム業務）ビザ取得）

※使用言語：英語

渡航期間：
8/20（日）～9/11（月）23日間
現地研修期間：
8/21（月）～9/10（日）21日間

ホテル
（2名1室）
一人部屋希望の場合は追加料金
有り

\468,000
航空運賃含む

5/31（水）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

申込締切日 取扱企業

1
ツーリズム・マネジメント・インターンシップ
　～海外拠点業務研修～

インターンシップ マレーシア・クアラルンプール

・TOEIC L&R 550点程度以上
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

旅行会社㈱エス・ティー・ワールドの海外拠点（支店）において、旅行業
全般の業務を経験するインターンシップ。スタッフの一員として働きなが
ら、その地域特有の観光資源を生かした旅行業務を幅広く経験する。

2週間コースか3週間コースのいずれかを選択。

※使用言語：英語、日本語

アパートメント

期間
　現地研修総時間数

　

※語学研修+ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実活動
+企業見学等その他の活動

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
実活動時間数

（内数）
宿泊先 募集人数 参加費プログラム内容№ プログラム名 研修形態 国・地域 参加条件

  ◎プログラム共通参加条件：参加者は全体事前研修会および研修成果報告会に必ず参加すること。  

     【全体事前研修会】 2017年7月15日（土）  白山キャンパス 

     【研修成果報告会】 2017年11月3日（金）   白山キャンパス 

   ・この他、定められたコース別の事前・事後研修に参加し、報告書を提出すること（日程は後日決定）  

 
  ★海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象（給付型） 

  ★単位認定・履修登録対象（詳しくは申込前に所属学部教務担当窓口へお問い合わせください）  

　



申込締切日 取扱企業期間
　現地研修総時間数

　

※語学研修+ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実活動
+企業見学等その他の活動

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
実活動時間数

（内数）
宿泊先 募集人数 参加費プログラム内容№ プログラム名 研修形態 国・地域 参加条件

9
USA・アンカレッジ
ツーリズムインターンシップ

インターンシップ
USA・アンカレッジ
（アラスカ州）

・TOEIC L&R 750点程度以上
・国際教育センターによる面接（一次）後、
現地担当者とのスカイプ面接（二次）により
参加を決定する
《一次面接》
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

アメリカアラスカ州最大の都市アンカレッジで、現地旅行会社（America
& Pacific Tours Inc/A & P Tours Inc）にてインターンシップを行うプロ
グラム。インターンシップ内容は、日本から来る観光客の手配や事務作
業等に加え、現地観光ツアーにも同行する。自然豊かなアンカレッジに
てその魅力に触れると同時に、地域密着の観光業を学ぶ。英語能力に
応じて活動内容が異なる。

※使用言語：英語、日本語

渡航期間：
8/16（水）～9/7（木）23日間
現地研修期間：
8/16（水）～9/5（火）21日間

92時間 91時間
社員寮
（コンドミニアム）

1名 \320,000
航空運賃別途

5/19（金）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

10
！New！
USA・ウッディンビル
食環境教育・研究施設インターンシップ

インターンシップ
USA・ウッディンビル
（ワシントン州）

・食環境・オーガニックに興味がある学生
・TOEIC L&R 点数基準なし
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[会場]　国際教育センター

「ローカル・オーガニック・サステナブル」を理念に掲げ、USA・ウッディン
ビルの広大な敷地にてオーガニック農場と食環境教育・研究施設をも
つ21Acres（米国グリーン･ビルディング協会LEED 認証プラチナ格付獲
得）にてインターンシップを行うプログラム。農場での野菜栽培・収穫の
みならず、同機関の指導のもとにワシントン州内の生産者が作った
オーガニック食材の販売、レストランでの提供から流通までを手掛けて
いる。また、農場を含めた施設全体はエネルギーや資源の再利用等、
様々な技術を採用している。インターンシップ内容は、農場全体の保全
活動（害虫駆除や水やり）や野菜の調理方法および栄養の調査、食事
配給など、様々な活動を行う。

※使用言語：英語、日本語

渡航期間：
8/24（木）～9/15（金）23日間
現地研修期間：
8/24（木）～9/13（水）21日間

93時間 82時間 ホームステイ 2名
（最少催行人数1名）

\488,000
航空運賃含む

5/19（金）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

11
台湾・台北
ホテルインターンシップ

語学学校
（本学専用クラス）

＋
インターンシップ

台湾・台北

・中国語検定ＨＳＫ2級もしくは
　中国語検定3級以上
・過去に台湾のワーキングホリデー査証を
発給していないこと
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　6月2日（金）　12:15～12:55
　[場所]　国際教育センター

語学教育に定評がある本学協定校の輔仁大学付属語学学校にて1週
間中国語を学んだ後、ホテル・慶泰大飯店（GALA HOTEL）にてイン
ターンシップを行うプログラム。インターンシップの内容は、フロントや
ポーター、事務作業等を行う。勤務は早番（7:00～15:30）または遅番
（10：30～19:00）がある。活きた言語を通じて台湾のホスピタリティーを
学ぶ。
（ワーキングホリデービザ取得・無給。本研修終了後、同国でワーキン
グホリデービザを再び取得することはできません。）

※使用言語：中国語、日本語、英語

渡航期間：
8/6（日）～9/13（水）39日間
現地研修期間：
8/6（日）～9/12（火）38日間

219時間 187時間
輔仁大学
学生向けアパート

2名
（最少催行人数1名）

＜1名参加の場合＞
\330,000
航空運賃別途

＜2名参加の場合＞
\300,000
航空運賃別途

5/26（金）
12:00

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

＜2週間Aコース＞
渡航期間：
8/12（土）～8/27（日）16日間
（利用する航空便により復路27日（日）シドニー
発、翌日日本着の17日間の行程となる場合あ
り）
現地研修期間：
8/13（日）～8/26（土）14日間

＜2週間Bコース＞
渡航期間：
8/26（土）～9/10（日）16日間
（利用する航空便により復路10日（日）シドニー
発、翌日日本着の17日間の行程となる場合あ
り）
現地研修期間：
8/27（日）～9/9（土）14日間

71時間 70時間 ホームステイ \354,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

＜4週間コース＞
渡航期間：
8/12（土）～9/10（日）30日間
（利用する航空便により復路10日（日）シドニー
発、翌日日本着の31日間の行程となる場合あ
り）
現地研修期間：
8/13（日）～9/9（土）28日間

141時間 140時間 ホームステイ \434,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

＜2週間Aコース＞
渡航期間：
8/13（日）～8/28（月）16日間
現地研修期間：
8/13（日）～8/26（土）14日間

＜2週間Bコース＞
渡航期間：
8/27（日）～9/11（月）16日間
現地研修期間：
8/27（日）～9/9（土）14日間

71時間 70時間 ホームステイ \379,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

＜4週間コース＞
渡航期間：
8/13（日）～9/11（月）30日間
現地研修期間：
8/13（日）～9/9（土）28日間

141時間 140時間 ホームステイ \448,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

現地研修総時間数ならびにインターンシップ・ボランティア実活動時間数は、現地の状況により変更となる場合があります。

募集人数： 100名

東洋大学国際教育センター

4名
（最少催行人数1名）
コースごとの人数制限なし

5/19（金）
12:00

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

※1　面接時間は申込締切日以降に、申込状況ならびに履修状況を勘案し決定します。
　　 　川越・朝霞・板倉・赤羽台キャンパスの学生は、スカイプによる面接もしくは白山キャンパスでの面接となります。

6名
（最少催行人数1名）
コースごとの人数制限なし

5/19（金）
12:00

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

13
カナダ・バンクーバー
幼児教育ボランティア

ボランティア
カナダ・バンクーバー
（ブリティッシュ・コロンビア州）

・TOEIC L&R 500点程度以上
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

幼稚園施設やチャイルドケアセンターで、授業補助や昼寝の準備、自
由時間のあそび、食事の準備などスタッフの補助活動を行う。日本文
化や日本の遊びを教えるなど、自ら積極的に提案を行い、活動すること
が求められる。ボランティア活動は全て英語で行う。

※使用言語：英語

2週間コースか4週間コースのいずれかを選択。

12
オーストラリア・シドニー
幼児教育ボランティア

ボランティア
オーストラリア・シドニー
（ニュー・サウス・ウェールズ州）

・TOEIC L&R 500点程度以上
・参加申込後、国際教育センターの面接に
より参加を決定する
　[日時]　5月27日（土）　時間未定（※1）

　[場所]　国際教育センター

幼稚園施設やチャイルドケアセンターで、授業補助や昼寝の準備、自
由時間のあそび、食事の準備などスタッフの補助活動を行う。日本文
化や日本の遊びを教えるなど、自ら積極的に提案を行い、活動すること
が求められる。ボランティア活動は全て英語で行う。

※使用言語：英語

2週間コースか4週間コースのいずれかを選択。

　


