
 

東洋大学国際教育センター 
2018 年度春季海外ボランティアプログラム 

USA・ポートランド 

ボランティア研修 

２０１９年２月１４日（木）～３月１０日（日） ２５日間 
現地研修期間：２０１９年２月１４日（木）～３月８日（金） ２３日間 

 

 

 

アメリカ北西部、シアトルとサンフランシスコの間に位置する 

オレゴン州最大の商業都市。豊かな自然にも恵まれ、 

「アメリカ人が選ぶ全米で住みたい街 No.1」に度々選出 

される美しい街です。また、市内中心部は路面電車が行き 

交い、徒歩や自転車でも快適に移動することができます。 

 

地域ケアワーカー協力団体での 
サポート 

Northwest Children’s Outreach での 

ボランティア活動。同非営利団体は、ポートラ

ンドで寄付された品々をケアワーカーや関係機

関に届ける活動を行っています。オーダーに合

わせ、本・衣類・おむつ・ 

おもちゃなどの発送準備 

サポートを行います。 

地域医療 NPO 団体でのサポート 
 
Medical Teams International 

Organization でのボランティア活動。医師と

看護師によって構成された同非営利団体は、

各コミュニティ(地域)への医療知識の教育、

自然災害時の医療サポート、ヘルス 

ケア教育を行っています。ここでは、 

派遣時に使用される医療器具 

準備のサポートを行います。 

フードバンクでの食料仕分作業 
Oregon Food Bank でのボランティア活動。

同施設は農家や製造業者、卸売業者、 

小売業者から食料を集め、提携している近隣

のフードバンク各所に分配しています。 

同団体の概要や食料問題について学び、 

食材の仕分け等、食料供給に関わる 

ボランティア活動を 

行います。 

公益財団法人での日本文化紹介 
Ronald McDonald’s House(病気の子ども

たちとその家族のための滞在施設)でのボランテ

ィア活動。この活動はポートランド郊外にあるお

もちゃ店との共同プロジェクトとして実施されて

おり、同施設で暮らす子どもたちに折り紙、 

習字、着物などの日本文化を紹介 

します。 

 ボランティア 
～ポートランドでのボランティア活動について学び、様々な活動を行います(下記は一例です)～ 

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 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 
 

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

 

英語研修は本学協定校のポートランド州

立大学にて行います。 

同大学は自然に囲まれ、洗練されたキャン

パスが印象的であり、ポートランド中心地ま

で 5 分の距離にあります。様々な専攻を有

しており、各国からの留学生が集まるなど、

オレゴン州最大かつ最も多様な学生のニー

ズを満たす大学といえます。 

初日にテストを行い、レベル別に実施。日本

の他大学からの参加学生とともに学びます。 

英会話スキルの向上を目指し、英語での会

話技術や発音に加え、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。 

 

英語研修 
～レベル別のクラスで英語を学びます～ 

 
 

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 3 食の食事、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・人種は

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 

英語やポートランドの日常 

生活を経験するチャンスです。 

ホームステイ 

ポートランド 



 

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)

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:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠toyo.jp

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

※スコア等をお持ちの場合は、あわせて証明書をお送りください。

東洋大学　USA・ポートランド　ボランティア研修　お申込書

性別 男　・　女

西暦　        　　　 年　   　 月　   　日 国籍

学年

現住所
〒

  

 

日程表
フリガナ

氏名

ローマ字
※パスポートのスペル

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)

東洋大学　USA・ポートランド　ボランティア研修　お申込書

性別 男　・　女

西暦　        　　　 年　   　 月　   　日 国籍

学年

現住所
〒

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:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠toyo.jp

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

※スコア等をお持ちの場合は、あわせて証明書をお送りください。

＊大学、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。 

募集要項 
◆日程 

渡航期間:2019 年 2 月 14 日(木)～3 月 10 日(日)【25 日間】 
現地研修期間:2019 年 2 月 14 日(木)～3 月 8 日(金)【23 日間】 

◆募集人数 
10 名 (最少催行人数:1 名) 

◆研修費用 
￥524,000 (航空運賃を含む) 

◆申込期間 
2018 年 10 月 22 日(月)～11 月 22 日(木)まで 

※申込順に参加が決定します。 
◆申込方法 

右記の通り 
※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。 

◆参加条件 
・語学力は問いません。 
・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すること 
･IDI（異文化適応調査）を受検すること 

・報告書を提出すること 
 
★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 
  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。 

 
＜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、条件等はパンフレット、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 3 食の食事もしくは食材 
・英語研修授業料・教材費 
・アクティビティ費、ボランティア手配費 
・現地空港～ホストファミリー間の送迎（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 
・ホストファミリー宅～大学/ボランティア先間の交通費 
＜研修費用に含まれないもの＞ 
・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￥8,000） 

＊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（￥28,000） 

＊2018 年 9 月現在、変動の可能性有り 
・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） 
・研修中の個人費用（お小遣い、上記以外の食費、交通費等） 
・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。 
・超過手荷物手数料 
・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。） 

・国内における成田空港まで（から）の交通費及び宿泊費 
・旅券証紙･印紙代 
 
●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％ 

お問い合わせ 
日新航空サービス株式会社 
リテール一部営業 1 課 担当:加藤、阿部 
〒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-inter@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㈱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  
メールアドレス：ml-internship＠toyo.jp 

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    
 
▼メール（写真に撮り添付）または FAX にてお申込みの方 

 「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。 
 ※「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。 

 

▼WEB 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。       
  申込専用 https://www.nissin-trvl.co.jp/group-tour/tour/toyo 
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※スコア等をお持ちの場合は、あわせて証明書をお送りください。

東洋大学　USA・ポートランド　ボランティア研修　お申込書

性別 男　・　女

西暦　        　　　 年　   　 月　   　日 国籍

学年

現住所
〒

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 
プログラム研修日数と時間数 2 月 14 日 2 月 15 日 2 月 16 日 
・現地研修日数 23 日間 日本発、空路ポートランドへ 9:00～17:00   
・研修総時間数 85 時間  (ボランティア実活動時間数 36 時間 その他の学修活動時間数 49 時間) 11:00~17:00 AM:英会話クラス(2.5h)   
・事前・事後研修時間数(国内) 10 時間 到着後 PSU ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ PM:ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 終日自由 
※各時間数は現地の状況により変更になる場合があります。 ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝﾂｱｰ   

 
ﾎｰﾑｽﾃｲｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ① ﾎｰﾑｽﾃｲｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②   

ホームステイ ホームステイ ホームステイ 
2 月 17 日 2 月 18 日 2 月 19 日 2 月 20 日 2 月 21 日 2 月 22 日 2 月 23 日 

  9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 8:00～17:00   
終日自由 AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) 終日アクティビティ 終日自由 

  PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗｽ(2h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ施設訪問(4h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗｽ(2.5h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(4h) コロンビア渓谷   
ホームステイ ホームステイ  ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ 

2 月 24 日 2 月 25 日 2 月 26 日 2 月 27 日 2 月 28 日 3 月 1 日 3 月 2 日 
  9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 7:30～21:00(13.5h)   
  AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) 終日アクティビティ   

終日自由 PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗｽ(2.5h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(4h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗｽ(2h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(4h) シアトル日帰りツアー 終日自由 
      ﾎｰﾑｽﾃｲ中間ﾋｱﾘﾝｸﾞ(0.5h)       

ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ 
3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 5 日 3 月 6 日 3 月 7 日 3 月 8 日 3 月 9 日 

  9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～14:00   
終日自由 AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラス(2.5h) AM:英語クラスプレゼン 空港へご案内 

  PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗｽ(2.5h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(4h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗｽ(2.5h) PM:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗｽﾌﾟﾚｾﾞﾝ(2h) 評価・修了証授与式 帰国の途へ 
ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ ホームステイ 機内泊 

3 月 10 日 

 利用予定航空会社： 
デルタ航空 

          
  

日本到着 
  

 

mailto:toyo-inter@nissin-trvl.co.jp
https://www.nissin-trvl.co.jp/group-tour/tour/toyo

