
■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～
　現地研修日数：24日間、研修総時間数：135時間（インターンシップ活動時間数：105時間、その他の学修活動時間数：30時間）
■USA・LA“アシスタントティーチャー”ボランティア
　現地研修日数：21日間、研修総時間数：92時間以上（ボランティア活動時間数：90時間以上、その他の学修活動時間数：2時間）

●事前・事後研修時間数（国内）／10時間 

本プログラムは、東洋大学国際教育センターとライトハウス・キャリアエンカレッジ（株）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：03-3945-8794／e-mail：ml-internship＠toyo.jp

【プログラム研修日数と時間数】

アメリカカリフォルニア州のロサンゼルス地区で開催する“ビジネス研修プログラム”です。グローバリゼ－ションが進む中、世界がどう変
化し自らがどう進むのか、生きた国際ビジネスを体感。「ビジネス研修」の後、現地日系企業で実習を行います。

さまざまな人種で構成されるアメリカのキンダーガーテン(幼稚園)、小学校での補助教員を体験し、
基礎英語教育の教授法および、異文化コミュニケーションや国際性、ホスピタリティー精神を学びます。

ビジネス研修
Business View

日系企業での実習
Business Training

※最少催行人数1名

募集人数
［東洋大学枠］

アシスタントティーチャー
Assistant Teacher 5名

5名

募集人数
※最少催行人数1名

［東洋大学枠］
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▶お申込みの流れ

http://www.facebook.com/gogolceLCE 検 索http://www.lce-edu.com
takabatake@lighthouse-ce.com 075-344-6530☎（担当：高畠）

まずは下記「お問い合わせ・申込み」先に、メールかお電話でご連絡下さい。
その後、以下の流れに沿って必要書類をご提出下さい。

プログラム企画会社（ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社）ホームページより
各プログラムに沿った「パーソナルプロファイルフォーム（PPF）」をダウンロードして下さい。

東洋大学国際教育センターホームページより「志望理由書」をダウンロードし、記入してください。
〈国際教育センターHP〉　

※ホームページ掲載の「海外インターンシップ・ボランティア申込手順」も必ずご確認ください。

http://www.lce-edu.com/
〈ライトハウス・キャリアエンカレッジHP〉

http://www.toyo.ac.jp/site/ies/95914.html　

▶送信先：takabatake@lighthouse-ce.com

1.

2.

3.

▶奨学金・単位認定等
●東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象（給付型）

●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。 

【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→）

【奨学金額】10万円
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。

パーソナルプロファイルフォーム（PPF）のデータを開き、例に沿ってご記入下さい。
実習先に直接見せますので、しっかりと書き込んで下さい。

LCE
◀こちらから
　ダウンロード
　できます！

※文章にて記入する箇所は【日本語】と【英語】の両方でご記入ください。

お問い合わせ・申込み 企画・実施：ライトハウス・キャリアエンカレッジ（株）

（※申込書類についてのご質問もこちらのアドレスにご連絡下さい。）

ホームステイ（朝・夕食2食付）・ホテル（“グローバルキャリア”インターンシップのみ4泊・朝食付
き※レジデンスイントーランス同等クラス）・受入企業への謝礼・到着日の生活オリエンテーショ
ン・滞在中のサポート及び電話相談受付・ロサンゼルス国際空港からステイ先までの空港往復送迎

費用に含まれるもの
日米往復航空運賃・空港利用料・空港保安料・航空保険料など・日本国内移動費・滞在中の昼食代・ホテル滞在中の夕食代・現地での交
通費（通学/娯楽/私用）・電話代/洗濯代などの個人的費用・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）、プログラム期間中の傷害、疾病に関する医療費・パスポート、ESTA （$14程度）申請費用

【航空券関連費用について】
1USA・LA“グローバルキャリア”インターンシップ ●航空運賃：￥101,000～￥415,000（混雑状況により航空運賃が変動します。）※航空運賃は参加人数により異なり、参加決定後確定します。 
※上記は航空運賃となりますので、その他に空港施設使用料（成田：￥2,610／羽田：￥2,570）・国際観光旅客税（￥1,000）・海外空港税（約￥6,530／2018年9月現在）・燃油サーチャージ（約￥28,200）・
発券手数料（￥10,800）がかかります。 (空港税・燃油サーチャージは為替レートや原油価格により変動します。発券時に料金が確定します。)
※払い戻し手数料は右記の通りです。→払戻手数料 発券時～2/5(火)：￥40,000　出発当日以降：100%  ※利用予定航空会社：全日空、日本航空、アメリカン航空。

2USA・LA“アシスタントティーチャー”ボランティア ●航空運賃￥111,000～￥445,000（混雑状況により航空運賃が変動します。）※航空運賃は参加人数により異なり、参加決定後確定します。 
※上記は航空運賃となりますので、その他に空港施設使用料（成田：￥2,610／羽田：￥2,570）・国際観光旅客税（￥1,000）・海外空港税（約￥6,530／2018年9月現在）・燃油サーチャージ（約￥28,200）・
発券手数料（￥10,800）がかかります。  (空港税・燃油サーチャージは為替レートや原油価格により変動します。発券時に料金が確定します。)
※払い戻し手数料は右記の通りです。→払戻手数料 発券時～2/1(金)：￥40,000　出発当日以降：100%  ※利用予定航空会社：全日空、日本航空、アメリカン航空。

【取消料について】
参加取消しに伴うキャンセル料は、下記のとおりです。すでにお預かりの金額より差し引いて返金致します。旅行開始日の前日から起算しさかのぼって
■30日目に当たる日以降3日前までに解除する場合…現地研修費用の20%  ■旅行開始日の前々日以降当日までに解除する場合…現地研修費用の50%  ■旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合…現地研修費用の100%

費用に含まれないもの

■往復の航空券は日新航空サービス㈱が手配します。（上記現地研修費用に航空券関連費用は含まれていません）

【振込期限】 2018年12月21日金

※現地研修期間
　2月6日（水）～3月1日（金）  24日間447,000円現地研修費用 申込期間：10月22日月～11月2日金

※現地研修期間
　2月2日（土）～2月22日（金）  21日間320,000円現地研修費用 申込期間：10月22日月～11月9日金

※USA・LA“グローバルキャリア”インターンシップは、申込後にインターンシップ先企業選定のためのヒアリングを行います。
▶▶▶ヒアリング実施期間：11月5日（月）～11月10日（土）

●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
●その他定められた事前・事後研修に参加し、報告書を提出すること

東洋大学国際教育センター　2018年度春季海外プログラム

（ヒアリング実施期間：11月5日（月）～11月10日（土）より希望の日時をお選びください。）

各プログラムの申込締切日までに、メールにて以下の内容ならびにデータをお送りください。 1USA・LA“グローバルキャリア”インターンシップ／渡航期間:2019年2月6日水～3月3日日26日間

2USA・LA“アシスタントティーチャー”ボランティア／渡航期間:2019年2月2日土～2月24日日23日間

※申込順に参加が決定します。 

参加
資格

□ヒアリング実施希望日（USA・LA“グローバルキャリア”インターンシップ申込学生のみ）
□基本情報　大学名、学部／研究科、学科／専攻、氏名、学籍番号

□提出データ（Excel・Wordデータ）
　・パーソナルプロファイルフォーム（PPF）　・志望理由書

※研修時間数は配属学年により異なります。

●航空券の詳細は右記までお問合せ下さい。／日新航空サービス㈱ 山崎  ☎連絡先：03-5358-1680／toyo-gcc@nissin-trvl.co.jp



公立小学校（1年～５年／6歳～10歳）およびキンダーガーテン（日本の幼稚園年長クラス／５歳）において、アシスタント
ティーチャー（補助教員）として授業に参加します。異なる文化や生活習慣が混在する移民国家アメリカの教育現場で｢接し
方｣や｢メソッド｣に触れます。

現地の小学校･キンダーガーテンが受け入れ❶

多くの国からの移住者が集まるL.A。公立小学校では、第2外国語として英語を学ぶ児童数がクラスの１／４以上。
「恥ずかしがらずに伝える・伝わる」ことを目的としたコミュニケーションを楽しむ、生きた英語教育現場。音楽や
算数などの他教科教育に立ち会えるのも特徴です。

英語を母国語としない児童が約30％　生きた「英語教育」を体験❷

プログラムの特徴
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成田国際空港発→ロサンゼルス国際空港着（同日）→空港ロビーに現地スタッフがネームボードを持ってお出迎え
実習に向けてのオリエンテーション実施→終了後、ホストファミリーがお迎え

成田国際空港着

【終日自由】周辺環境・通勤方法を各自で確認しておいて下さい
（周辺環境・経路確認）

【アシスタントティーチャー実習】
各自にて通勤し、現地学校・施設にて実習を行います　※土・日・祝日は終日自由

フライトの出発時刻に合わせてホストファミリー宅にお迎えに上がります。その後、空港へ移動
ロサンゼルス国際空港発　　

〜
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スケジュール

※現地の事情により表記日程内容は変更する場合があります。

※現地の事情により表記日程内容は変更する場合があります。

ホームステイ泊S 機内泊機

▶ビジネス研修

▶「企業実習」
日系企業での

ロサンゼルス地区にある約70社の「日系企業」が中心となり、「学生を育成
する」という観点で企業実習を受け入れています。業務内容は事務所内で
の電話対応から、社員との同行によるお客様（外資系クライアント含む）訪
問まで、幅広く体験。現地日系企業で働く日本人の働き方を学びます。

ビジネス研修後は、日系企業での「企業実習」へと進みます。

英語使用頻度30%～80%（※） 
（英語と日本語を使用します。社内使用言語は主に日本語です。）

現地での企業・学校実習中はホームステイとなります。滞在地域は、実習先企業・学校周辺（通勤約1時間以内）で、尚
且つ治安の良好な所をご案内しております。また、USA・LA“グローバルキャリア”インターンシップのビジネス研
修中はホテル滞在となります。

滞在中は、ライトハウス・キャリアエンカレッジ（株）の日本人スタッフが皆様をサポートします。
緊急時にも24時間対応できる連絡先をご案内します。

●現地生活（宿泊など）

●ビジネス研修（4日間）および企業実習（13日間）の
　1日あたりの活動時間は8時間。

●1日あたりの活動時間は6～7時間。

●滞在中のサポートについて

ライトハウス・キャリアエンカレッジ（株）は現地日本人コミュニティ向けに「Lighthouse」誌を長年にわたり
出版するTakuyo Corporationのグループ会社であり現地生活情報についても精通しております。

●サポート企業について
アメリカ在

住スタッフ
が

お待ちして
おります！

ホームステイ先のホストファミリーも
お待ちしております！

TOYO UNIVERSITY USA.program TOYO UNIVERSITYUSA.program
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成田国際空港発→ロサンゼルス国際空港着（同日）
→空港ロビーに現地スタッフがネームボードを持ってお出迎え→ホテルチェックイン

「カリフォルニアとロサンゼルス概要」▶現地スタッフが研修地情報をレクチャーします
「アイスブレイク」▶交流ワークショップを行います
「オリエンテーション」▶研修開始に向けて大切なご案内をします
「エスニックタウン訪問」
▶韓国人街、メキシコ人街、日本人街などを訪れ、多民族都市ロサンゼルスを体感します

【1日目／人種のサラダボウル LAを理解する】 現地オリエンテーションを開催します

「学生フォーラム」▶同世代の日本人留学生やアメリカ人学生と、キャリア観育成プログラムを実施します
「大学キャンパスツアー」▶アメリカの大学を現地大学生と交流しながら見学します

【3日目／英語でディスカッション】＠USC or UCLA

「基調講演」▶LAの地で業務展開する日系企業の現場最前線についてお話を伺います

「パネルインタビュー」▶ゲストの方々をご紹介しながら、パネル形式でお話を伺います
「ブース訪問型質問会」▶ゲストに直接お話を伺う、Q&Aセッションの時間です

【2日目／グローバル企業のリーダーに聴く】
日系企業を代表する方々をゲストにお招きしグローバルリーダーフォーラムを開催します

成田国際空港着

フライトの出発時刻に合わせてホストファミリー宅にお迎えに上がります。その後、空港へ移動
ロサンゼルス国際空港発

「振返り発表会」▶4日間を通して学んだことを振返り、プレゼンテーションを行います

【4日目／ビジネスパーソンから「海外で働く」を聴く】
多くのLA在住若手日本人ビジネスパーソンをお迎えしてキャリアフォーラムを開催します

【企業実習】

（周辺環境・通勤確認）
終日自由

2.12
3.1

服装／ビジネス 服装／カジュアル

business Style

business Style

business Style

Casual Style

＊周辺環境・通勤方法を各自で確認しておいて下さい
＊現地スタッフと指定時間に待ち合わせ、実習先へご挨拶に伺う場合もあります

＊各自にて通勤し、実習を行います
＊土・日・祝日は終日自由

研修先企業は、申込時に選択した業界を中心に、ヒアリングに
よって決定します。企業によって受入条件が異なるため、英語力
等により第一希望以外の業界での実習となる場合があります。

教育
英語の語学学校
シェフスクール
幼稚園など

・教材の準備　・授業の準備、片付け
・先生のアシスタント
・リサーチ、オフィスアシスタント
・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）など

（※）業務上の英語の使用環境は、企業によって異なります。
　　また、参加者の英語力によってもその使用頻度は異なります。

★「留学レポート」より参加者の体験談を見ることができます▶▶▶▶
　https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/

製造・
輸出入

アパレル
家具
スポーツ用品など

・リサーチ、オフィスアシスタント
・ファイリング及び書類の整理
・検品、発送業務のアシスタント
・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）など

サービス リムジンサービス
NPOなど

・カスタマーサービス
・リサーチ、オフィスアシスタント
・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）
・ファイリング及び書類の整理など

その他 福祉施設
IT企業など

・リサーチ、オフィスアシスタント
・カスタマーサービス
・ホスピタリティ　・イベントの手伝い
・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）など

業界 企業例 インターンシップ業務内容

両プログラム共通事項

スケジュール

●現地学生との英語ディスカッション
日本人留学生やアメリカ人大学生と互いの価値観・夢・キャリア観を理解し
合います。ルールは「すべて英語」であること。
文化・人種・言語を超えて異文化理解・国際親善を図ります。

●現地大学見学（予定大学：UCLA または USC）
同世代の日本人留学生やアメリカ人学生の案内のもと、現地の大学キャン
パスを交流を交えながら見学します。

学生フォーラム
ビジネス研修で学んだことや得た価値観をもとに、企業
実習の目標を設定して発表します。4日間をともにし
た仲間との意見交換により、モチベーションアップ
と多角的な視野を持った状態で企業実習にのぞむこ
とができます。

目標設定・発表

大手日系企業の方に、LAに進出する日系企業の現状や、今後海外で活躍していく企業に必要な新卒学生の姿をアドバイスしてもらいます。
【2018年度夏季参加ゲスト】※参加者数によってはフォーラムではなく、企業に訪問してのセミナーになることがあります。
●Sumitomo Corporation of Americas ロサンゼルス店長/大川智さん　●NHK(日本放送協会)ロスアンゼルス支局長飯田香織さん
●三菱UFJ銀行ロスアンゼルス支店長/MUFGユニオンバンクHead of JCB West/中城英喜さん

アメリカで活躍する日本人ビジネスパーソンを囲み、大学生活で行うべきこと、キャリアに対する考え方など、皆さんが疑問に思うこと
をディスカッションします。様々な業界からゲストを招き、興味の分野を広げます。

グローバルリーダーフォーラム

キャリアフォーラム

同世代と学ぶ

ビジネスパーソンから学ぶ

志望業界、もしくは働き方（営業したい、マーケティングをしてみたいなど）の軸を希望申請書と個別ヒアリングで伺いながらマッチングします。
希望がはっきりしていなくても面談でフォローします。★ポイント★


