
東洋大学国際教育センター　2016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

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～

①マレーシア・クアラルンプール
②ニュージーランド・オークランド
のいずれかを選択

・TOEIC550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]　5/18（水）12：15～12：55
　[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。2カ国の各拠点におい
て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。

渡航期間：
8/21（日）～9/13（火）24日間
現地研修期間：
8/22（月）～9/12（月）22日間

90時間 70時間
①アパートメント
②ホームステイ

各国1名

①\390,000
②\469,000
航空運賃・燃油サーチャージ含
む

㈱ｴｽ・ﾃｨｰ・ﾜｰﾙﾄﾞ 5/16（月）

2 カナダ・ケローナ　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）

・海外未経験者から参加可能
・インターンシップ先によりTOEIC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]　6/2（木）・3（金）12：15～12：55
　[場所]　国際教育センター

現地語学学校でインターンシップに必要なビジネスイングリッシュを2週間学
んだ後、現地非営利団体やFood Bankなどの福祉施設、オーガニック専門
スーパー、保育園・児童施設などにおいてインターンシップを行う研修。期
間中はホームステイをし、活きた英語と文化・習慣に触れる。語学学校では
能力別の現地クラスに入り他国からの留学生とともに学ぶ。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。

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

85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

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱
5/31（火）

18：00

3
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～

USA・ロサンゼルス
（カリフォルニア州）

・TOEIC550点程度以上
・申込み順に参加決定

企業見学、フォーラム、セミナーなどにより世界の現状を学ぶ4日間の「ビジ
ネス研修」後、現地日系企業で事務作業やクライアント訪問同行などの「企
業実習」を行う。

渡航期間：
8/24（水）～9/18（日）26日間
現地研修期間：
8/25（木）～9/16（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）

8名
（最少催行人数1名）

¥414,000
航空運賃は別途

ﾗｲﾄﾊｳｽ･
ｷｬﾘｱｴﾝｶﾚｯｼﾞ㈱

5/20（金）

4
USA・グレイシャー国立公園
ホテルインターンシップ

USA・モンタナ州

・学部2年生以上
・日本国籍を有していること
・TOEIC750点程度以上
・現地採用担当者との電話またはスカイプ
での英語面接により参加を決定する
　《現地担当者との面接》
　　日程は別途連絡

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ビザを取得する有給インターンシップ。

渡航期間：
8/1（月）～9/20（火）の任意の日
現地研修期間：
8/5 (金)～9/16 (金）43日間

192時間 192時間 従業員宿舎 3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

intrax 5/13（金）

5
USA・アンカレッジ
ツーリズムインターンシップ

USA・アンカレッジ
（アラスカ州）

・TOEIC750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]　5/19（木）12：15～12：55
　　[場所]　国際教育センター
　《二次面接》　日程は別途連絡

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
が変わる）。

渡航期間：
8/25（木）～9/16（金）23日間
現地研修期間：
8/25（木）～9/14（水）21日間

94時間 94時間
社員寮
（コンドミニアム）

1名
（最少催行人数1名）

\320,000
航空運賃は別途

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱
5/16（月）

18：00

6 ＵＳＡ・シアトル　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]　5/30（月）・31（火）12：15～12：55
　[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、ホームステイをしながら、現地
日系団体やコミュニティリーダーの育成、ホームレスの社会復帰を支援する
等のNPO団体、老人福祉施設や文化財保存団体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などのサポート等幅広い分野の業務を行う。地元の
インターン学生やボランティアと協力して活動する。（英語能力に応じて活動
内容が変わる。）

渡航期間：
8/18（木）～9/9（金）23日間
現地研修期間：
8/18（木）～9/7（水）21日間

90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 16名

（最少催行人数1名）
\458,000
航空運賃含む

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱
5/26（木）

18：00

7
オーストラリア・ブリスベン
小学校ティーチングアシスタント
インターンシップ

オーストラリア・ブリスベン
（クイーンズランド州）

・ＴＯＥＩＣ550点程度以上
・申込み順に参加決定

ブリスベン近郊の小学校にて担任教員のアシスタントスタッフとして、授業進
行の補助、教材の準備・作成、課外活動のアシスタント、学級生活指導など
を英語で行う。

渡航期間：
8/13（土）～9/11（日）30日間
（利用する航空便により復路9/10（土）ブリスベン
発、同日日本着の29日間の行程となる場合あり）

現地研修期間：
8/14（日）～9/9（金）27日間

140時間 140時間 ホームステイ 5名
（最少催行人数1名）

\484,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ 5/20（金）

8
スペイン・セビリア
フラメンコ博物館インターンシップ

スペイン・セビリア
（アンダルシア州）

・ＴＯＥＩＣ650点程度以上かつ第二外国語で
スペイン語履修者、もしくは、スペイン語の
基礎を学ぶ学生
・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]　5/24（火）12：15～12：55
　[場所]　国際教育センター

スペイン・国立セビリア大学付属観光専門学校でスペイン語（15時間）を学
びながら、「フラメンコ博物館」にて、博物館の開館準備・レセプション補佐・
ショップでの販売・ショーの準備などを行うインターンシップ。

渡航期間：
8/13（土）～9/11（日）30日間
現地研修期間：
8/13（土）～9/9（金）28日間

105時間 90時間 ホームステイ 4名
（最少催行人数1名）

\418,000
航空運賃は別途

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ 5/20（金）

9
台湾・台北
ホテルインターンシップ

台湾・台北

・中国語能力HSK3級もしくは中国語検定3級程
度以上、かつTOEIC550点程度以上
・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]　5/26（木）12：15～12：55
　[場所]　国際教育センター

語学教育に定評があり、毎年世界大学ランキングにもランクインする本学協
定校の輔仁大学にて1週間中国語を学んだ後、ホテル（台北華泰王子大飯
店）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）もしくは遅
番（14：30～23：00）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を利用した有給インターンシップ。

渡航期間：
8/7（日）～9/14（水）39日間
現地研修期間：
8/7（日）～9/13（火）38日間

219時間 187時間
社員寮もしくは学生
向けアパート
（申込み後に確定）

2名
（最少催行人数１名）

＜1名参加の場合＞
\330,000
航空運賃は別途

＜2名参加の場合＞
\300,000
航空運賃は別途

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱
5/24（火）

18：00

（※）川越・朝霞・板倉キャンパス及び第２部の学生の面接・面談日程は、申込み後に国際教育センターから連絡します。

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№ プログラム名 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
※休日は含まない

国・地域 参加条件 プログラム内容
申込み先

（取扱企業）
申込締切日

   ◎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】 2016年7月16日（土）10：00～16：00（予定）  白山キャンパス 

     【研修成果報告会】 2016年11月4日（金）10：00～16：00（予定）  白山キャンパス 
 

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



10 USA・サンディエゴ　ボランティア研修
USA・サンディエゴ
（カリフォルニア州）

・TOEIC点数基準なし
・海外未経験者から参加可能
・申込み順に参加決定
・国際教育センターによる面談を実施（※）
　[日時]　6/7（火）12：15～12：55
　[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非営利団体のシニアセンター、ホームレスへの
食事配給などを行う団体でのボランティアのほか、地元地域の祭りや日本
庭園での活動など、いくつものボランティア先で多様な活動を行うプログラ
ム。同じボランティア先だけでなく、日々異なるボランティア先で活動を行う。

渡航期間：
8/27（土）～9/18（日）23日間
現地研修期間：
8/27（土）～9/16（金）21日間

90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

日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱
5/31（火）

18：00

＜4週間コース＞
渡航期間：
8/13（土）～9/11（日）30日間
（利用する航空便により、復路9/11（日）シドニー
夜発、翌日12日（月）日本着の31日間の行程とな

る場合あり）

現地研修期間：
8/14（日）～9/10（土）28日間

140時間 140時間 ホームステイ \419,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

＜2週間Aコース＞
渡航期間：
8/13（土）～8/28（日）16日間
（利用する航空便により、復路8/28（日）シドニー
夜発、翌日29日（月）日本着の17日間の行程とな
る場合あり）

現地研修期間：
8/14（日）～8/27（土）14日間

＜2週間Bコース＞
渡航期間：
8/27（土）～9/11（日）16日間
（利用する航空便により、復路9/11（日）シドニー
夜発、翌日12日（月）日本着の17日間の行程とな
る場合あり）

現地研修期間：
8/28（日）～9/10（土）14日間

70時間 70時間 ホームステイ \359,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

＜4週間コース＞
渡航期間：
8/14（日）～9/12（月）30日間
現地研修期間：
8/14（日）～9/10（土）28日間

140時間 140時間 ホームステイ \436,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

＜2週間Aコース＞
渡航期間：
8/14（日）～8/29（月）16日間
現地研修期間：
8/14（日）～8/27（土）14日間

＜2週間Bコース＞
渡航期間：
8/28（日）～9/12（月）16日間
現地研修期間：
8/28（日）～9/10（土）14日間

70時間 70時間 ホームステイ \387,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

13
オーストラリア・ブリスベン
自然環境保護ボランティア

オーストラリア・ブリスベン（近郊）
（クイーンズランド州）

・ＴＯＥＩＣ550点程度以上
･自然環境保護活動に意欲があること
・申込み順に参加決定

オーストラリア・ブリスベンの語学学校にて、ホームステイをしながら1週間
の英語研修の後、クイーンズランド州にある国立公園等において自然環境
保護のボランティア活動を行う。活動内容は、熱帯雨林におけるトレイルの
整備、野生生物の調査、植物採取、世界遺産となっているグレートバリア
リーフの島における植林や海草類の移植など。

渡航期間：
8/20（土）～9/11（日）23日間
（利用する航空便により、復路9/11（日）ブリスベ
ン発、翌日12日（月）日本着の24日間の行程とな

る場合あり）

現地研修期間：
8/21（日）～9/10（土）21日間

90時間 70時間

ホームステイ（7泊）
環境保護地宿泊施設

（4泊Ｘ2週）
ブリスベン市内（6
泊）

5名
（最少催行人数1名）

\494,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ 5/20（金）

（※）川越・朝霞・板倉キャンパス及び第２部の学生の面接・面談日程は、申込み後に国際教育センターから連絡します。

募集人数：合計　72名

東洋大学　国際教育センター

申込み先
（取扱企業）

6名
（最少催行人数１名）

6/3（金）

12
カナダ・バンクーバー
幼児教育ボランティア

カナダ・バンクーバー
（ブリティッシュ・コロンビア州）

・ＴＯＥＩＣ500点程度以上
・申込み順に参加決定

4名
（最少催行人数１名）

6/3（金）

オーストラリア・シドニー
（ニュー･サウス･ウェールズ州）

・ＴＯＥＩＣ500点程度以上
・申込み順に参加決定

幼稚園施設で、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方を教えるなど、自
ら積極的に提案を行い、活動することが求められる。

4週間コースか2週間コースを選択。
　（海外留学促進奨学金「チャレンジ型」は4週間コースのみ）

申込締切日

11
オーストラリア・シドニー
幼児教育ボランティア

№ プログラム名 国・地域 参加条件 プログラム内容 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
※休日は含まない

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

＜全コース共通＞ 

・国際教育センター海外留学促進奨学金制度『チャレンジ型』対象（2週間コースを除く） 

・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課へお問合せください） 


