
【ご旅行条件（要約）】 
●主催旅行約款 
この旅行は日新航空サービス㈱（以下「当社」といいます）が企画し実施する募集
型企画旅行であり、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
締結する事になります。 
募集型企画旅行契約の内容、条件等はﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、本旅行条件書、出発前にお渡
しする最終旅行日程、及び当社募集型企画旅行契約約款によります。 
●ご旅行条件 
＜研修費用に含まれるもの＞ 
・航空運賃：全行程エコノミークラス特別団体運賃 
・荷物運搬料：お 1 人様 23kg 以内、2 個まで 
・ホームステイ費用 
・食費：1 日 2 食の食事もしくは食材 
・ボランティア手配費、アクティビティ費 
・現地空港～ホストファミリー宅間の送迎（到着・帰国時） 
・団体行動中のチップ、サービス料、税金、その他の経費 
＜研修費用に含まれないもの＞ 
・Food Handler 資格費用 
・成田空港施設使用料（￥2,610） 
・国際観光旅客税(\1,000) 
・米国空港税等（約￥7,120）  
＊2018 年 9 月現在、為替により変動の可能性有り 

・燃油特別付加運賃･航空保険料（￥28,200）  
＊2018 年 9 月現在、変動の可能性有り 

・超過手荷物手数料 
・ESTA（米国渡航認証）費用 

当社にて代理登録の場合：￥3,240 （＊実費 US＄14 込み） 
・研修中の通信費用（海外携帯電話代金、Wi-Fi 料金等） 
 ※必ず海外にて利用できる通信機器をお持ちください。 
・研修中の個人費用（お小遣い、上記以外の食費、交通費等） 
・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） 
・旅券証紙･印紙代 
・国内における成田空港まで（から）の交通費及び宿泊費 
・ホストファミリー宅～ボランティア先間の交通費（約 US＄80） 
●旅行内容の変更 
天災地変、戦乱、運搬交通機関等に於ける争議行為、本邦又は外国官公署等
の命令、その他当社の管理できない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実
施を図る為やむを得ない場合は旅行日程、旅行内容の変更をする場合があります。 
●免責事項 
当社はお客様御自身および携行品に対して被られた損害、損失が次の事由による
場合はその責任を負いません。天災・地変・戦乱・同盟罷業・陸海空における不慮
の災難・交通事故・政変・公共団体の指令・暴動・空海賊・盗難・詐欺・流行病・
隔離・税関規則・その他やむを得ない事由。 
●旅行お申込みと旅行契約の成立 
当社所定のお申込書に必要事項を記入しお申込み頂きます。募集型企画旅行契
約の成立時期は、当社が旅行申込金￥50,000 を受領した時に成立するものとし
ます。 
●取消手数料 
旅行開始日前日から起算して 30 日前から 15 日前まで ：￥100,000 
旅行開始日前日から起算して 14 日前から 3 日前まで  ： 研修費用の 20%   
旅行開始日の 2 日前から当日まで               ： 研修費用の 50％    
旅行開始後又は無連絡不参加                    : 研修費用の 100％ 

 

V    

申込方法 
国際教育センターHP より「海外インターンシップ・ボランティア申込手順」を 
確認の上、以下のいずれかの方法でお申込みください。 

国際教育センターHP  http://www.toyo.ac.jp/site/ies/95914.html 
 

 ▼WEB にてお申込みの方                                  ▼メール（写真に撮り添付）または FAX にてお申込みの方 
  申込専用 URL もしくは QR コードより入力してください。                 「申込書」と「志望理由書」を下記問い合わせ先までお送りください。 
  申込専用  https://www.nissin-trvl.co.jp/group-tour/tour/toyo                 ※「志望理由書」は上記国際教育センターHP よりダウンロードしてください。 
  
 
 

            
   

お問い合わせ 

リテール一部営業 1課 担当: 土肥 
〒164-0012 
東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー10階 
電話 03-5358-1680 FAX03-5358-1690 
Email toyo-gcc@nissin-trvl.co.jp 

本プログラムは、東洋大学国際教育センターと 

日新航空サービス(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】 
電話 03-3945-8794 メール ml-internship@toyo.jp 

 

募集要項 

★東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象(給付型)  
 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 をご確認下さい。) 

★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) 
奨学金額：8万円  
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。 

★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下さい。募集説明会でもご説明します。 

 

【プログラム研修日数と時間数】 
・現地研修日数：23 日間 
 
・研修総時間数：85 時間 

【内訳】ボランティア実活動時間数：30 時間 
      その他の学修活動時間数：55 時間 
 

・事前・事後研修時間数（国内）：10 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。 

ワシントン州最大の都市シアトル。深い入り江となったピュージェット湾に面したシアトルは、 
海と緑に囲まれた美しい都市です。ダウンタウンの南には、イチロー選手が在籍するマリナーズのセーフコ・フィールドがあります。 

生活水準も高く、文化的にも豊かなこの街は、グランジロックが誕生したことでも広く知られています。 
ダウンタウンの名所、パイク・プレイス・マーケットの一角には、世界進出を果たしたスターバックス 1 号店があり、 
Microsoft社や Boeing社といった世界的一流企業もシアトルが発祥の地です。 

 

アメリカワシントン州最大の都市シアトルで、 
午前中は語学学校に通い、午後は出版物 
Web広告を扱う現地日系団体や 
高齢者施設などでボランティア活動を行うプログラムです。 
ボランティア活動は、オフィスワークに加え、 
団体独自の事業活動やイベントのサポート等、 
多岐に亘ります。 

ボランティア 

ホームステイ 
期間中はホストファミリー宅に滞在。 
1 家庭につき東洋大学生 1 名がホームステイします。 
1日 2食(朝・夕)の食事、もしくは食材が用意されます。 
アメリカは移民の国です。国籍は様々ですが、 
学生の皆さんとの会話はもちろん英語となります。 
活きた英語やシアトルの日常生活を経験する 
チャンスです。 
 
 

 

語学学校では初日にプレイスメントテストを実施し、他国からの 
留学生と共に自分のレベルにあったクラスで学習します。 
英会話スキルの向上を目指し、 
英語での会話術や発音に加え、 
ホストファミリー・友人との会話、ボランティアでの会話など 
様々なシチュエーションを想定し、 
実生活に使える英語を学びます。 

語学学校 

日程：２０１９年２月１９日(火)～３月１５日(金) ２５日間 
現地研修期間：２０１９年２月１９日(火)～３月１３日(水) ２３日間 

 

フリガナ 
氏名 

ローマ字 
※パスポートのスペル 
(未取得者は申請予定のスペル) 

生年月日 

学籍番号 

学部/研究科 学科/専攻 

携帯電話番号 

Email (携帯・PC) 

Email (大学個人アドレス) 

第 1 希望： 

第 3 希望： 

面談日(11/17･土)の 
授業時間 

アレルギーの有無 
※アレルギーの対象 
（例:ネコ、スギ、卵 等） 

有  ・  無 

 対象: 

西暦        年     月    日 国籍 

※証明書をあわせてお送りください。 

ボランティア先 
団体名 

※第 4希望まで 

 
学年 

 
現住所 

〒 

 
    ＠ 

              ＠toyo.jp 

第 2 希望： 

東洋大学 USA・シアトル 現地日系団体ボランティア お申込書 

 
性別 男 ・ 女 

 

第 4 希望： 

TOEIC/TOEFL等   TOEIC        点/TOEFL        点/その他(      )点･級 

面談方法 
（川越・朝霞・板倉・赤羽台ｷｬﾝﾊﾟｽの学生のみ回答） 

□ スカイプ面談を希望 
□ 白山キャンパスでの面談を希望 

1 時限 ・ 2時限 ・ 3 時限 ・ 4 時限 ・ 5時限 ・ 6 時限 
※面談時間は授業時間を考慮し決定します。授業がある時間に○をつけてください。 

東洋大学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 
 

TOEIC L&R 450点程度以上 

JASSO海外留学支援制度奨学金対象 
(給付型・選抜制) 

 

渡航期間:2019 年 2 月 19 日(火)～3 月 15 日(金) 【25 日間】 
現地研修期間:2019 年 2 月 19 日(火)～3月 13 日(水) 【23 日間】 

5 名(最少催行人数 1 名) 

￥475,000(航空運賃を含む)  

2018 年 10 月 22 日(月)～11月 9 日(金) 

下記の通り 
※研修費用振込み期限：2019年 1 月 11 日(金)まで  
振込先・方法については参加決定後にお知らせします。 

※旅行ローンのお申込みも可能です。ご相談下さい。 

･TOEIC L&R 450 点程度以上 
・参加申込後、国際教育センターの面談により研修先を決定します。 
日時:11 月 17 日(土) 
場所:国際教育センター（白山キャンパス） 
※面談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、スカイプによる面談もしくは 
白山キャンパスでの面談となります。 

・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事前研修会に参加し、報告書を提出すること。 
・IDI(異文化適応調査)を受検すること。(研修会にて実施) 

 

利用予定航空会社:デルタ航空・全日本空輸 

 

 

http://www.toyo.ac.jp/site/ies/95914.html
https://www.nissin-trvl.co.jp/group-tour/tour/toyo
mailto:toyo-gcc@nissin-trvl.co.jp


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程表 

★英語業務：50～60％  ★日本人スタッフあり 

企業・事業紹介 

1976 年に設立された 24 時間体制の高度介護施設。 

最上質の生活を提供することをモットーとし、入居者各自の文化、言語、食事 

を尊重しています。有資格看護士、作業療法士、理学療法士、栄養士、 

ソーシャルワーカー等が常勤し、地元の学生をはじめとした 

多くのボランティアが活動しています。 

ボランティア活動内容 

 入居者向けアクティビティやイベントのサポート 

PC入力等のオフィスワークなど 

募集要項 

 募集人数： 1 名    

TOEIC L&R： 450 点程度以上 
※参加決定後、犯罪経歴証明書とツベルクリン証明書の提出が必要です。(別途案内) 

体験談（過年度参加の学生より） 

入居者の生活の手伝いや洗濯物の整理に加え、ひな祭りパーティーなどの 

アクティビティに参加しました。様々な国の入居者がいたので最初は言葉が 

通じず苦労しましたが、スタッフの方からの「しっかり目を見ながら話すと気持ちは 

通じるよ」というアドバイスに救われ、打ち解けることができました。 

 

★英語業務：50～60％  ★日本人スタッフあり 
企業・事業紹介 

62 歳以上の高齢者を対象とした、全 50 戸の介護サポート付き住居。 

入居者は、社交ダンスや書道、絵画など、趣味を生かして自立した生活を 

楽しんでいます。 

ボランティア活動内容 

 入居者と一緒に歌を歌ったり、 

ゲームをする等のアクティビティやイベントのサポート、 

日々の生活における介護のサポート 

募集要項 

 募集人数： 1 名    
TOEIC L&R： 450 点程度以上 
※参加決定後、犯罪経歴証明書とツベルクリン証明書の提出が必要です。(別途案内) 

体験談（過年度参加の学生より） 

戦争を体験された高齢者の方から、大変な状況のなか、必死に働いてこられ 

たことをお聞きし、勤勉さや生きる力を感じることができました。高齢者の方と 

話す時は、笑顔かつ大きな声で接することを心がけました。入居者の方や 

スタッフの方の多くが日本語を理解できるので、海外が始めての私でも 

安心してお手伝いをすることができました。 

★英語業務：50～60％  ★日本人スタッフあり 

企業・事業紹介 

高齢者が自立して生活できるアパートタイプの施設。緊急時に備えスタッフが 

24 時間駐在しています。昼食を提供したり、アートクラスやフィットネスクラス、 

バースデーパーティーなど、高齢者が楽しめるイベントと 

様々な生活のサポートを実施しています。 

ボランティア活動内容 

 入居者向けイベントの企画・実施、食事のサポートなど 

募集要項 

 募集人数： 2 名    

TOEIC L&R： 450 点程度以上 

※現地にて Food Handler 資格を取得していただきます。 

体験談（過年度参加の学生より） 

施設は和やかな雰囲気があり、自分なりの働き方を見つけて楽しみながら 

貴重な体験ができました。イベントの企画をすることも初めてでしたが、 

自分の提案が通り、具現化されることに喜びを感じました。与えられた仕事をする

だけではなく、挑戦してみたい、率先してやろうという気持ちがあれば、多くのことを 

経験できる場所だなと感じました。 

 ＊語学学校、ボランティア先の都合により、日程が変更になる場合があります。 

★出版・広告に興味のある学生   

                     ★英語業務：約 30％  ★日本人スタッフあり 

企業・事業紹介 

シアトルとその近郊の日本人コミュニティのために、地元イベント情報や無料の 

クラシファイド広告などを掲載したフリーペーパーの発行（月 2 回）ならびに 

WEB を運営している団体。“面白くて役立つ”を編集方針に、シアトルでの 

生活をより楽しむための情報を提供しています。 

ボランティア活動内容 

  Web ページへローカルニュースを掲載するための 

翻訳、バックナンバー整理、新聞発送準備・配達、 

取材やインタビューへの同行 

募集要項 

 募集人数： 1 名    

TOEIC L&R： 450 点程度以上 

体験談（過年度参加の学生より） 

 WEB ブログの更新・改善・作成と新聞配達を担当しました。 

活動中、どうしたら利益を上げられるかを考え提案したところ、 

WEB担当者と直接コンタクトを取り、自由にやっていいとの言葉を 

いただきました。研修生の得意分野を生かせるように考えてくださり、 

充実した研修になりました。 

★「留学レポート」にて、さらに参加者の体験談を見ることができます！ 

 URL: https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/ 

 

ALPS Language School 

ALPS Language Schoolは 1992年設立した 
25年以上の実績のある語学学校です。 
活気溢れるメインストリートキャピタルヒルという 
シアトルの繁華街に位置しており、ダウンタウンまで 
徒歩 20分程度で行くことができます。 
世界 30 ヶ国以上の国籍の生徒が在籍しており、 
また、最大 8人の少人数クラスで語学の指導を受けます。 
ALPSは、コミュニケーションとスピーキングに 
力を入れている学校で、授業はスピーキング 1時間、 
リスニングが 1時間の構成で行われます。 
授業を行うスタッフは高度なトレーニングを受けた 
フレンドリーな方が多数在籍しています。 
語学学校のクラス分けは研修の初日に 
英語のプレイスメントテストを実施し、それぞれのレベルに合った 
クラスで他国からの留学生とともに語学を学びます。 
 

 

2/19 Day 1 2/20 Day 2 2/21 Day 3 2/22 Day　4 2/23 Day　5

2/24 Day 6 2/25 Day 7 2/26 Day　8 2/27 Day 9 2/28 Day 10 3/1 Day　11 3/2 Day　12

3/3 Day 13 3/4 Day 14 3/5 Day　15 3/6 Day 16 3/7 Day 17 3/8 Day 18 3/9 Day 19

3/10 Day 20 3/11 Day 21 3/12 Day22 3/13 Day23 3/14 Day24 3/15 Day 25

ホームステイ 機内泊ホームステイ

ホームステイ ホームステイ

空港へご案内
帰国の途へ

ホームステイ

ホームステイ ホームステイ

終日自由
10：30～15：00(3.5h)

語学学校

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア又は、

プレゼンテーション（各団体にて）

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～16：00(2h)
プレゼンテーション
（全員での活動報告）

日本到着

ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ

終日自由

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

終日自由

終日自由

10:30～12:30(2h)
語学学校

15：00～18：30(3.5h)
語学学校

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

ホームステイ

終日自由

ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

9:30～12:30(3h)
クラス分けテスト

14：00～17：00(3h)
ボランティア

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

火曜日 水曜日

日本発　空路シアトルへ
到着後、出迎え

11：00～17：00(5h)
オリエンテーション

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰとのﾏｯﾁﾝｸﾞ

9：00～16：00(6h)
ﾋﾞﾙ＆ﾒﾘﾝﾀﾞｹﾞｲﾂ財団訪問

（AM）
ワシントン大学訪問（PM）

ホームステイ

ホームステイ ホームステイ

10:30～12:30(2h)
語学学校

14：00～17：00(3h)
ボランティア

土曜日

10:00～15:00(5h)
全員でボランティア活動
(福祉関係ボランティア）

10:00～16:00(5h)
全体研修
(目標設定)

終日自由

ホームステイ

ホームステイ

日曜日 月曜日

ホームステイ

木曜日 金曜日

ホームステイ

シアトルを拠点とする、世界最大の慈善基金団体。 
マイクロソフト会長のビル・ゲイツと妻のメリンダによって 
世界の貧困をなくすため 2000 年に創設されました。 
訪問者が世界を改善するためのアイデアなどを共有し合えるスペース
「Innovation & Inspiration（革新＆インスピレーション）」 
があり、活動や貧困について考えることができる訪問です。 

1861 年に創立されたこのワシントン大学はアメリカ西海岸で 
2 番目に古い歴史を持ちます。 
ワシントン州で最大の規模を誇りキャンパス内には博物館やギャラリー、 
伝統的なモニュメントなど 220 の建物があります。 
全米の州立大学の中でも名門として知られ、 
「パブリックアイビー」(すぐれた州立大学の総称）の１校で 
日本の大学との違いを多く知ることができる訪問です。 
 

https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/
http://www.ryugaku.com/ugrad/elite/public.html

