
■ プログラム内容

■ 参加条件

■ 国際教育センターによる面接選考を行います。

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～

2018 年度春季海外インターンシッププログラム
OVERSEAS INTERNSHIP PROGRAM

東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象（給付型）

東洋大学国際教育センター

申込先：〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1-10-7　五島育英会ビル6階
㈱エス・ティー・ワールド　TEL：03（5784）2894　FAX：03（5784）2648
MAIL：nakamura_m@stworld.jp　担当：小熊・中村（定休日：土・日・祝）

語学研修+
● TOEIC L&R 550点程度以上
● 全体事前研修会（2019年1月12日（土）、1月19日（土）の両日）ならびに研修成果報告会（3月26日（火））に必ず参加すること
● その他定められたコース別の事前研修に参加すること
● IDI（異文化適応調査）を受検すること（研修会にて実施）　●報告書を提出すること

2018年10月22日（月）～2018年11月9日（金）申込期間

《旅行企画・実施 （株）エス・ティー・ワールド》

奨学金額：7万円～30万円（語学試験のスコアにより受給金額は変わります。）
出願先：国際教育センター 詳細は国際教育センターHPをご確認ください。

JASSO平成30年度海外留学支援制度奨学金対象（給付型、選抜制）

単位認定・履修登録対象コース
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。募集説明会でもご説明します。

※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。

● 日時：2018年11月17日（土）／場所：国際教育センター（白山キャンパス）

奨学金額：7万円
出願不要。JASSOが定める成績基準等に応じ、12月上旬に国際教育センターにて受給者を選抜します。

旅行会社の海外支店での業務体験インターンシップ

申込みについて
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〒 -
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＠

2018年度春季海外インターンシッププログラム

学年

姓 名 性別

・ 出発30日前～3日前まで ： 旅行代金の20%　・ 出発前々日～当日 ： 旅行代金の50%　・ 出発開始後又は無連絡欠席 ： 旅行代金の100%

●パンフレット表面記載の申込先まで、上記「申込書」と「志望理由書」をお送りください。
　「志望理由書」は以下の国際教育センターHPよりダウンロードしてください。
　国際教育センターHP
　URL：http://www.toyo.ac.jp/site/ies/95914.html　　
　※申込み前に、上記HP掲載の「海外インターンシップ・ボランティア申込手順」を必ずご確認ください。
　（メールでお送りいただく場合、申込書を画像添付またはメール本文に必要事項を記載の上、志望理由書を添付して提出してください。）
●申込期間：2018年10月22日（月）～2018年11月9日（金）
●申込後、国際教育センターによる面接選考があります。
●申込フォーム受理後、3営業日以内にご連絡します。万が一連絡のない場合は、お手数ですが、お電話をお願いします。
●アレルギーのある方のお申し込みは受け付けられません。
●応募いただいても面接の結果や社会情勢等の理由でご参加いただけない場合もございます。
●パスポート情報は、パスポート記載通りにご記入ください。お名前のアルファベットは1文字でも間違えると、飛行機にご搭乗いただけません。
●申込書に記載の住所に書類をお送りします。帰省等で連絡先が変わる方は、お申し出ください。
●参加確定後、研修費用は銀行振り込みにて頂戴します。お振込み期限は、2018年12月14日（金）です。
●取消料

FAXまたはメールでもOKです！

本プログラムは、東洋大学国際教育センターと（株）エス・ティー・ワールドが共同で企画し、運営するものです。

〈国際教育センター連絡先〉
tel：03-3945-8794 ／ e-mail：ml-internship@toyo.jp

【ご旅行条件（要約）】
●募集型企画旅行契約
この旅行契約は、株式会社エス・ティー・ワールド
（以下「当社」といいます）が、お客様を募集する
為にあらかじめ、旅行の目的地及び日程、お客様
が提供を受けることの出来る運送又は宿泊の
サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべ
き旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作
成し、これを実施する旅行をいいます。この旅行に
参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契
約を締結することになります。

●旅行内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、
戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供
の中止、官公署の命令、当初の運行計画によら
ない運送サービスの提供その他当社の関与し得
ない事由が生じた場合において、旅行の安全か
つ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、
お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないも
のである理由及び当事由との因果関係を説明し
て 旅行日程、旅行サービスの内容を変更すること
があります。ただし、緊急の場合においてやむを得
ないときは変更後にご説明いたします。

●当社の責任
当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又
は当社が手配を代行させた者の故意又は過失に
より、お客様に損害を与えたときは、お客様が被ら
れた損害を賠償いたします。ただし、お客様が天
災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行
サービス提供の中止、官公署の命令その他の当
社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由
により損害を被った時は、当社はその損害を賠償
する責任を負いません。

●旅行お申込と、旅行契約の成立
所定のお申込用紙に必要事項をご記入し、お申
込頂きます。募集型企画旅行契約は、当社がご
旅行代金を受領した時に成立します。

証明書を添付のこと

（朝霞・川越・板倉・赤羽台キャンパスの学生のみ回答）

（未取得の方は申請予定のスペル）

（西暦） 年 月 日

※面接時間は授業時間を考慮し、決定します。授業がある時間に◯を付けて下さい。

1時限・2時限・3時限・4時限・5時限・6時限

スカイプ面接希望 白山キャンパスでの面接希望

必ず志望理由書と一緒に送ってください！

・・



新しいことになかなか挑戦できない臆病な自分を
変えたいと思い、このプログラムに参加しました。
インターンシップ先ではお客様のホテルやツアー
の予約、電話対応を行いました。お客様を不安に
させないように確認の繰り返しを行いました。研
修でお客様と関わる喜びを感じる一方で、ビジネ
スシーンで英語を使うことの難しさを痛感しまし
た。しかし、ホストファミリーが毎日「あなたな
ら大丈夫」と励ましてくれたおかげで限られた時
間の中で積極的に行動することの大切さを学ぶこ
とができ、自分自身も誰かにエールやパワーを与
えることができる人になりたいと思いました。

このプログラムに参加した目的は“英語を
学ぶこと”“使えるようになること”でし
たが、インターンシップを通してそれ以上
に「海外で働く私の価値」が重要であるこ
とを学びました。インターンシップでは、
専用のソフトを使い、ツアーの日程表を作
成したり、ホテルの視察やガイド研修など、
普段では知ることのできない様々な経験が
できました。英語の電話対応には苦戦しま
したが、ホームステイ先の家族が練習に付
き合ってくれ、最後には一人で対応できる
ようになりました。

参加者体験談

※「留学レポート」にて、さらに詳しく参加者の体験談を見ることができます。
　URL: https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/

「グローバル人材」となるために、
　　　　　　　　 　世界に広がる異文化の地で、本物の仕事を体験

㈱エス・ティー・ワールド（STW）の海外拠点の1つ、 「ニュージーランド」で実施します。

マネジメント部門

ホテル・観光地・レストラン等の
視察、お客様からのご意見への
対応、取引先との交渉、日本本社
への情報提供、ホテルの客室や観
光の仕入れ、新しい商品の企画・
販売、料金表の作成など

このインターンシッププログラムでは、異文化の中で、本物の仕事に現場で直に触れ合うという、
貴重な経験ができます。コミュニケーションに必須の語学力と異文化を理解する姿勢を身につけ、
ビジネスの現場で実際の業務を幅広く体験。その中で集めた情報を自分のものとし、考察を進めて、
新しい価値として社会に発信します。海外で働くことはもちろん簡単ではありません。簡単ではな
いからこそ挑戦することに意味があります。

STW現地拠点における主な研修内容

空港でお客様の送迎、乗継アシ
スト、お客様からのご意見への
対応・報告書の作成、オプショ
ナルツアーの販売、団体の
お客様へのアテンドなど

オペレーション部門

ホテルやレストラン・観光や送
迎の予約手配、ガイド・ドライ
バーへの予約割り当て、お客様
の要望をホテル等に伝えるなど

リザベーション部門

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～

日程表 ●語学研修：1日あたり5時間
●インターンシップ：1日あたり6.5時間

ニュージーランド
月 火 水 木 金 土日
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語学研修

インターンシップ

インターンシップ

※現地の状況により、日程が変更となる場合があります。
　また、週末に観光地視察等の予定が入る場合があります。
※利用予定航空会社：大韓航空、ニュージーランド航空、キャセイパシフィック航空、
　カンタス航空、フィジーエアウェイズ、日本航空、ANA

※社内言語は、英語および日本語。日本人スタッフからの業務上の指示やコミュニケーションは日本語となりますが、ホテル・レストラン等への視察・予約
　手配やオフィス内の電話対応、書類作成などの業務は英語となります。

New Zealand［オークランド］

〈語学学校＋インターンシップ〉

支店長からのメッセージ

自分で考えて自分で動ける人材を求めています！

ゆったりと時間の流れる、自然豊かなニュージーランドは、ハネムーンのお客様も
多く、高いホスピタリティが求められます。ネイチャーツアー等のオプショナルツ
アーも人気が高く、自社催行ツアーの開拓も積極的に取り組んでいます。

宿泊場所：ホームステイ（3食付）
語学学校：AUCKLAND ENGLISH ACADEMY

料金：498,000円（航空運賃・燃油サーチャージを含む）

●渡航期間：2019年2月16日（土）～3月12日（火）25日間
●現地研修期間：2019年2月17日（日）～3月11日（月）23日間
●プログラム時間数：
　・現地研修時間数：92時間
　 （インターンシップ活動時間数65時間、その他の学修活動時間数27時間）
　  ※各時間数は現地の状況により変更となる場合があります。

　・事前・事後研修時間数（国内）：10時間

New Zealand

・宿泊費、国際航空券代金
・燃油サーチャージ
・語学研修費
・インターンシップ研修費
・ホームステイで提供される食事
　（1日3食、昼食は食材提供の場合があります）
・業務に必要な現地交通費

・現地空港諸税（10,000 円前後の予定）
・成田または羽田空港使用料
・国際観光旅客税（1,000 円）
・国内移動費
・通信費
・通勤通学費用
・海外旅行保険料
・J-TAS危機管理サービス料（参加者は全員大学
  指定の保険・サービスに加入します。後日案内）
・ホームステイで提供される以外の食事代
・その他現地でかかる個人的な諸費用
・パスポート取得費用

募集人数：1名
費用に含まれるもの

費用に含まれないもの


