必ず志望理由書・スコア証明書と一緒に送っ
てください！

申込 みについて

FAXまたはメールでもOKです！

【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

2020年度夏季海外インターンシッププログラム

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

学籍番号

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

学部／研究科

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。

学年

学科／専攻

●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、

フリガナ
氏

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

名

ない運送サービスの提供その他当社の関与し得

電話番号

（

）

携帯電話番号

（

）

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

メールアドレス
（携帯）

＠

語学能力
住

所

証明書を添付のこと

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。
当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又

点／その他（

）

より、
お客様に損害を与えたときは、
お客様が被ら

点・級

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

-

〒

〜海外拠点業務研修〜

は当社が手配を代行させた者の故意又は過失に

ニュージーランドコース

点／ TOEFL

ツーリズム・マネジメント・インターンシップ

●当社の責任
（免責事項）

カナダコース

TOEIC

OVERSEAS INTERNSHIP PROGRAM

て 旅行日程、旅行サービスの内容を変更すること

＠toyo.jp

参加希望コース

2020 年度夏季海外インターンシッププログラム

のである理由及び当事由との因果関係を説明し

メールアドレス
（PC）

（希望コースに○を付けて下さい）

東洋大学国際教育センター

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

カナダ

する責任を負いません。

国

●旅行お申込と、旅行契約の成立

籍

パスポート
パスポート名

（未取得の方は申請予定のスペル）

所定のお申込用紙に必要事項をご記入し、
お申

番
姓

面接日
（5/27・水）
の
授業時間
面接方法

（朝霞・川越・板倉・赤羽台キャンパスの学生のみ回答）

旅行代金を受領した時に成立します。

名

生年月日 （西暦）

年

性別
月

日

1時限・2時限・3時限・4時限・5時限・6時限

・・
※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。

スカイプ面接希望

白山キャンパスでの面接希望

●パンフレット表面記載の申込先まで、上記「申込書」、
「 志望理由書」および「スコア証明書」
（PDFまたは画像データ）
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/international-exchange/ies/internship/
※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：2020年5月7日
（木）
〜2020年5月22日
（金）
●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。
●持病等をお持ちの方はプログラム申込みをする際に、
弊社と国際教育センターに必ず申し出てください。
場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い合わせください。
●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。
●パスポート情報は、
●プログラム参加決定後2週間以内にパスポートを申請・受領してください。
●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。
●申込後、
国際教育センターによる面接選考があります。
●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、
カナダコース：2020年7月13日
（月）
、
ニュージーランドコース：2020年7月10日
（金）
です。
●取消料 ・出発40日前〜31日前まで：旅行代金の10% ・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%

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。

［バンクーバー］

込頂きます。募集型企画旅行契約は、当社がご

有効期限

号

東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象（給付型）

・出発開始後又は無連絡欠席：旅行代金の100%

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

●渡航期間：

JASSO2020年度海外留学支援制度奨学金対象（給付型、選抜制）

2020年8月23日（日）〜9月16日（水）

奨学金額：カナダコース8万円、
ニュージーランドコース7万円
出願不要。
JASSOが定める成績基準等に応じ、6月上旬に国際教育センターにて受給者を選抜します。

●料金：

519,800円

単位認定・履修登録対象コース

（航空運賃・燃油サーチャージ込）

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。

プログラム内容やスケジュール、その他掛かる
費用については中面をご覧下さい。

■

ニュージーランド

■

旅行会社の海外支店での業務体験インターンシップ

2020年8月22日（土）〜9月15日（火）

●料金：

509,800円

（航空運賃・燃油サーチャージ込）
プログラム内容やスケジュール、その他掛かる
費用については中面をご覧下さい。

参加条件

+

語学研修

TOEIC L&R 550点程度以上
全体事前研修会（7月4日（土）、7月18日（土）の両日）ならびに研修成果報告会（10月31日（土））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
（研修会にて実施） ●報告書を提出すること
（異文化適応調査）
を受検すること
●
●

［オークランド］
●渡航期間：

プログラム内容

■

国際教育センターによる面接選考を行います。
●

日時：5月27日
（水）／場所：国際教育センター
（白山キャンパス）

※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。

5月7日（木）〜2020年5月22日（金）

申込期間 2020年

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
《旅行企画・実施（株）
エス・ティー・ワールド》
MAIL：oguma̲r@stworld.jp 担当：小熊（定休日：土・日・祝）

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〜

①Canada ［バンクーバー］

支店長からのメッセージ
バンクーバーにある他の日系旅行会社との交流もあります。お客様への思いやりを大切にしています。

〈語学学校＋インターンシップ〉

「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

団体のお客様のアテンドも多く、責任感をもった仕事が求められます。オーロラの見えるユーコンに新しいホテルもオープンしました。

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。

●渡航期間：2020年8月23日
（日）
〜9月16日
（水）25日間
●現地研修期間：2020年8月24日
（月）
〜9月14日
（月）22日間
●プログラム時間数：
・現地研修時間数：90時間
（インターンシップ実活動時間数63時間、
その他の学修活動時間数27時間）

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、また考察を進めて、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。

※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

㈱エス・ティー・ワールド（STW）の海外拠点の中から、
「カナダ」、
「ニュージーランド」の2つの拠点で実施します。

宿泊場所：ホームステイ
（3食付）
語学学校：INTERNATIONAL HOUSE VANCOUVER
料金：519,800円（航空運賃・燃油サーチャージを含む）

STW 現地拠点における主な研修内容
マネジメント部門

リザベーション部門

オペレーション部門

ホテル・観光地・レストラン等の視察、

ホテルやレストラン・観光や送

空港でお客様の送迎、乗継ア

お客様からのご意見への対応、取引先

迎の予約手配、ガイド・ドライ

シスト、お客様からのご意見へ

との交渉、日本本社への情報提供、ホ

バーへの予約割り当て、お客様

の 対 応・報 告 書 の 作 成 、オプ

テルの客室や観光の仕入れ、新しい商

の要望をホテル等に伝えるなど

ショナルツアーの販売、団体の

品の企画・販売、料金表の作成など

②New Zealand［オークランド］

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。
●渡航期間：2020年8月22日
（土）
〜9月15日
（火）25日間
●現地研修期間：2020年8月23日
（日）
〜9月14日
（月）23日間
●プログラム時間数：
・現地研修時間数：97時間
（インターンシップ実活動時間数75時間、
その他の学修活動時間数22時間）

※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。

7:00 起床。朝食・身仕度

9:00 インターンシップ

9:00 インターンシップ

オフィスへ通勤。

19:00 帰宅

自由時間

23:00 就寝

料金：509,800円（航空運賃・燃油サーチャージを含む）

募集人数：各国 1 名
※費用に含まれるもの：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
※費用に含まれないもの：現地空港諸税（10,000円前後の予定）、羽田／成田空港使用料、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、
カナダeTA（電子渡航認証）取得費用
ニュージーランド NZeTA（電子入国許可）取得費用、ニュージーランド環境税（IVL）

オフィスへ通勤。

バンクーバー支店の
様 子。お 客 様 が 訪
問しやすいスペース
を目指しています♪
ご来店されるお客様
や電話での対応も
行います。

インターンシップ初日
から電話対応に挑戦。
分からないことは上
司に質問をしながら、
話し方や聞き方を工
夫して、どんどん 慣
れていきましょう！

〜

〜

17:00

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

事前に約束を取り付けてホテル視察へ。
ホテルの設備やお部屋を見て、セール
スポイントやお客様から質問をされそ
うな点をチェックします。

7:00 起床。朝食・身仕度

・電話対応
・オプショナルツアー同行
・報告書作成

※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

ある日の一日（ニュージーランド）

お客様と一緒にオプショナルツアーに
同行！お客様と旅行会社の 2 つの視点
を持って参加することで、今までにな
い気づきがあります。

17:30

・電話対応
・ホテルインスペクション
・報告書作成

19:00 帰宅

自由時間

日程 表

23:00 就寝

①カナダ
日

参加者体験談
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。
（ニュージーランド参加学生）

※「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/

●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7時間

月
24

8/23

火
25

水
26

東京出発
現地着

9/1

8

4

15
報告会

現地出発

月

火

水

木

金

11

東京出発

23
自由行動

10

26

自由行動

27

28

29
自由行動

語学研修

9/1

31

自由行動

2

3

4

5
自由行動

インターンシップ

8

7

6
東京着

25

24

現地到着後
オリエンテーション

30

12

16

土
8/22

5

インターンシップ

14

日

土

●語学研修：1日あたり4時間
●インターンシップ：1日あたり7.5時間

自由行動

3

9

自由行動

自由行動

2

② ニュージーランド

29

インターンシップ

7

13

金
28

語学研修

自由行動

6

木
27

オリエンテーション

31

30

実際にお客様と近い距離で接することで、お客様の満足した
表情や嬉しそうな笑顔など、様々な表情を見ることができ、
とても貴重な体験ができました。また、それと同時に旅行の
アレンジや交通手段・ホテルの手配、安全面の管理など、常
に最新情報を入手するために緊張感を持たなくてはならない
仕事であることを実感しました。インターンシップをしたこ
とで、旅行会社、ホテル、航空会社のつながりの強さを感じ、
さらに観光業界全体について勉強したいと思いました。
（カナダ参加学生）

自分で考えて自分で動ける人材を求めています！

〈語学学校＋インターンシップ〉

お客様へのアテンドなど

ある日の一日（カナダ）

支店長からのメッセージ

9

自由行動

インターンシップ

10

11

12
自由行動

帰国の途へ

※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…ANA、エアカナダ、キャセイパシフィック航空、
エアチャイナ、大韓航空

13

15

14

現地出発
自由行動

報告会

帰国の途へ

東京着

※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

▶奨学金・単位認定等

東洋大学国際教育センター
2020年度夏季海外インターンシッププログラム

●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 をご確認ください→）

●JASSO 2020 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、6 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ください。募集説明会でもご説明します。

サポートスタッフとのヒアリングを通し、
自分の価値観に合った企業で
インターンシップを行うことが可能なプログラムです。
前半はホテル合宿合宿をしながら、
ビジネス研修を行います。

▶お申込みの流れ
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。

1.

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
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。
〈ライトハウス・キャリアエンカレッジ HP〉

◀こちらから
ダウンロードできます！

http://www.lce-edu.com/information/students/

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。
※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。

2.

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〉

http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
※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。

3.

Business View

ビジネス研修
Business Training

日系企業での実習
【参加条件】
●TOEIC L&R 550 点程度以上
●全体事前研修会（2020 年 7 月 4 日 、7 月 18 日 ）
研修成果報告会（2020 年 10 月 31日 ）に必ず出席すること

（ヒアリング実施期間：6 月1日
（月）
〜5 日
（金）より希望の日時をお選びください。
）

□提出データ（Excel・Word・PDF データ）
・パーソナルプロファイルフォーム（PPF） ・志望理由書 ・スコア証明書（PDF または画像データ）

▶送信先：info@lighthouse-ce.com

458,000 円

現地研修費用
※往復の航空運賃は含みません。

【振込期限】2020年7月10日

＊申込順に参加が決定します。
参加決定後、
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：6月1日
（月）
〜5日
（金）
【取消料について】

■正式申し込み後…30,000円（着手金） ■ご出発の前日より起算してさかのぼって35日前以降15日前まで...研修費用の30% ■ご出発の前日より起算してさかのぼって14日前以降3日前まで...研修費用の50%
■ご出発の前日より起算してさかのぼって2日前以降前日まで...研修費用の80% ■ご出発当日、ご出発以降、またはコース開始日以降解除する場合....研修費用の100%（全額）

【プログラム内容の変更】

天変地変、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、プログラムの安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ない場
合にはプログラム日程、内容の変更をする場合があります。

【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：136時間（インターンシップ活動時間数：112時間、その他の学修活動時間数：24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

企画・実施：ライトハウス・キャリアエンカレッジ
（株）

kamazuka@lighthouse-ce.com（担当：鎌塚）

http://www.lce-edu.com

5名

参加取消しに伴うキャンセル料は以下の通りです。

（※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。
）

お問い合わせ・申込み

※最少催行人数 2 名

※現地研修期間：2020 年 8月20 日（木）〜9 月11日
（金）23 日間

【申込期間】5月7日 〜5月22日

□ヒアリング実施希望日

［東洋大学枠］

募集人数

▶渡航期間／2020 年 8 月19 日（水）〜9 月13 日（日）26日間

申込締切日（5 月22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。
□基本情報 大学名、学部／研究科、学科／専攻、氏名、学籍番号

●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（研修会にて実施）
●報告書を提出すること

LCE

検索

☎ 075-344-6530
http://www.facebook.com/gogolce

【免責事項】

当社はお客様自身及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。

■往復の航空券は日新航空サービス㈱が手配します。
【航空券関連費用について】
●航空運賃：¥97,000〜¥734,000(混雑状況によって航空運賃が変動します)＋約¥33,000(諸税・燃油など)+¥11,000(渡航手続書類作成料)
※諸税や燃油につきましては本年2月時点での金額となり、為替レートや発券時期によって金額は変動する場合がございます。※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。
※払い戻し手数料額、
手数料発生時期は発行する航空券によって異なりますので、
必ず発効前に申込者は日新航空サービス(株)よりお知らせ致します。
発行した日から払い戻し手数料が発生いたします。
●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㈱ 笠井 ☎連絡先：03-5358-1680／toyo-gcc@nissin-trvl.co.jp

現地研修費用に含まれるもの

現地研修費用に含まれないもの

ホームステイ20泊（朝・夕食2食付）
・ホテル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

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

USA.program TOYO UNIVERSITY

▶ビジネス研修

※他大学の学生も含めた全参加者で合宿をしながら行います。

①人種のサラダボウル
LAを理解する

②英語で
ディスカッション

③グローバル企業の
リーダーに聴く

④ビジネスパーソンから
「海外で働く」を聴く

トーランス

ハリウッド

ベニスビーチ

レドンドビーチ

サンタモニカ

研修スケジュール

2020 年 8 月19 日（水）
〜9 月13 日（日）
／24 泊 26日間
日付 曜日

世界のエネルギーを体感！

学生フォーラム

グローバルリーダーフォーラム

アメリカは世界中のあらゆる国や地域から集
まった移民で構成される多民族国家。それぞれ
の民族が大規模なエスニック・タウンを構築し、
本国との活発な政治・経済的交流が行われてい
るのも特徴。こうした国境や文化・言語・習慣を
超越してエスニックタウンが作られ、人種の坩
堝として成立する近代国家アメリカを垣間見る
事ができます。

・
「希望」
・
「誇り」を持ってアメリカで活躍す
日本より研修に参加している他大学の学生とと 「世界」を市場として 戦う 日系企業。グローバル化・ 「夢」
「アメリカで働
もに、現地で学ぶ米国人学生や日本人留学生の 多国籍化する現場の 今 の姿を、現場を率いる経営 るビジネスパーソンの方々から、
「 アメリカで働く・生活する喜
同世代の仲間達とキャリア・職業観、自身の将来 者や責任者の方々からお話を伺うことで、自分たち くに至った経緯」
怒哀楽」
「若者への期待・アドバイス」等のお話を
像などについて語り合い、文化、人種、言語を越 の可能性 を感じ、自分自身の未来を描きます。
伺います。
えて異文化理解と国際親善を図ります。

ビジネス講演会

異文化コミュニケーション

日系企業の経営者や責任者による基調講演を聴
現地の学生たちとカードゲームなどをしながら、 きます。グローバルビジネスの最前線で戦う日系
企業の 今 、それを率いるグローバルリーダーの
互いの価値観・夢・キャリア観を理解し合います。
想い を聴き・感じます。

大学キャンパスツアー
現地の大学生と交流をしながら、アメリカにあ
る大学のキャンパスを見学します。日米の違い
や似ている所など、新たな発見をしてみてくだ
さい。

パネルディスカッション
2〜3名のパネラーに、それぞれの企業戦略を
ベースに「何故、今、グローバルなのか？」
「グ
ローバル人材とは？」
「 求める人材像とは？」を
題材に、
ディスカッションを行います。

キャリアフォーラム

8.19

水

8.20

木

business Style

8.21

金

business Style

午前／
「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

土

夕：ー

朝：◯
昼：ー
夕：ー

午後／
「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

エスニックタウン訪問

H

【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

朝：◯
昼：ー
夕：ー

夕方／ホテル着
グローバルリーダーフォーラム

8.22

昼：ー

【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

※参加人数によっては企業訪問に変更になる場合があります。

ビジネス研修後は、日系企業での「企業実習」へと進みます。

H

夕方／ホテルチェックイン

日中／
「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

振り返り・目標設定
4日間のビジネス研修を振り返り、
今一度、
これか
ら参加する日系企業での
「企業実習」
に向けて、
「参
加目的」
の整理や
「行動目標」
の設定等を行います。

食事

成田国際空港もしくは羽田空港発→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

夕方／ホテル着

キャリアディスカッション
若手 日本人ビジネスパーソンと共に、研修生
それぞれのキャリアに対する考え方、将来の夢
についてディスカッションします。

スケジュール

H

【3日目／英語でディスカッション】
＠USC or UCLA
午前／
「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

朝：◯
昼：ー

午後／
「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

夕：ー

Casual Style

夕方／ホテル着

日系企業での

▶
「企業実習」

英語使用頻度30%〜80%（※）

8.23

（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。）

business Style

教育

製造・
輸出入

サービス

その他

英語の語学学校
シェフスクール
現地幼稚園など

インターンシップ業務内容
・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）
・教材の準備
・授業の準備、片付け
・リサーチ、
オフィスアシスタント
・先生のアシスタントなど

・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）
アパレル
・リサーチ、
オフィスアシスタント
家具
・ファイリング及び書類の整理
スポーツ用品など
・検品、
発送業務のアシスタントなど
リムジンサービス
アパレル店舗
レストラン業
NPO
コンサルなど

・カスタマーサービス
・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）
・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など
・書類の翻訳
（日⇔英）

福祉施設
ITなど

・各種データ処理、書類作成（ワード・エクセル）
・リサーチ、
オフィスアシスタント
・アクティビティーの手伝いなど

（※）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。

TOYO UNIVERSITY
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【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
朝：◯
昼：ー
夕：◯

午後／
「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

S

夕方／ホームステイ開始

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。

企業例

日

午前／
「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

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。

業界

H
学生フォーラム

中
ビジネス研修
滞在ホテル

がら実施！
の学生と交流しな
から参加する他大学 くろう！
全国
日本
は
修
研
ビジネス
る仲間をつ
LAで全国に繋が

キャリアフォーラム

＊この日のうちに周辺環境・通勤手段を各自で確認しておいて下さい

終日自由

8.24

月

8.25

火

【企業実習】
を開始

8.26
〜
9.11

ー

【企業実習】

9.12

土

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

9.13

日

成田国際空港もしくは羽田空港到着

（周辺環境・通勤確認）

S

＊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

※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。

H ホテル泊

S ホームステイ泊

機 機内泊

服装／ビジネス

朝：◯
昼：ー
夕：◯

S

朝：◯
昼：ー
夕：◯

S

朝：◯
昼：ー
夕：◯

機

朝：◯
昼：ー

服装／カジュアル

●1日あたりの活動時間

ビジネス研修
（4日間）
：6時間、
企業実習
（14日間）
：8時間

●現地生活（宿泊など）

現地での滞在はビジネス研修中はホテル、
企業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。

ッフが
在住スタ
アメリカ ております！
お待ちし

●滞在中のサポートについて

ホー
ホストムステイ
先
お待ち ファミリ の
してお ーも
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。

●サポート企業について

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。

●注意事項

持病等をお持ちの方はプログラム申込みをする際に、
弊社と国際教育センターに必ず申し出て下さい。
場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、
詳細は国際教育センターにお問い合わせください。
USA.program TOYO UNIVERSITY

▶奨学金・単位認定等

東洋大学国際教育センター
2020年度夏季海外インターンシッププログラム

●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 をご確認ください→）

●JASSO 2020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】7 万円

出願不要。JASSO が定める成績基準等に応じ、6 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ください。募集説明会でもご説明します。

▶お申込みの流れ
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。

1.

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
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。
◀こちらから
ダウンロードできます！

〈ライトハウス・キャリアエンカレッジ HP〉

http://www.lce-edu.com/information/students/

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。
※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。

アジアのグローバル企業で国際的なビジネス感覚を養う！
親日で見どころたっぷりのベトナムで英語を使って就業体験をしましょう。
【参加条件】
●TOEIC L&R 550 点程度以上
●全体事前研修会（2020 年 7 月 4 日 、7 月18 日 ）
研修成果報告会（2020 年月中 10 月 31日 ）に必ず出席すること

●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（研修会にて実施）
●報告書を提出すること

［東洋大学枠］

募集人数
※最少催行人数 2 名

2.

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〉

http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
※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。

▶渡航期間／2020 年 8 月15 日（土）〜9 月13 日（日）30日間
※現地研修期間：2020年8 月15日（土）〜9 月11 日
（金）28 日間

現地研修費用
3.

申込締切日（5 月22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。
□基本情報 大学名、学部／研究科、学科／専攻、氏名、学籍番号
□ヒアリング実施希望日

（ヒアリング実施期間：6 月1 日
（月）
〜5 日
（金）より希望の日時をお選びください。
）

【申込期間】5月7日

244,000 円

〜5月22日

【振込期限】2020年7月10日
▶▶▶ヒアリング実施期間：6月1
（月）
〜5日
（金）

【取消料について】

参加取消しに伴うキャンセル料は以下の通りです。

▶送信先：info@lighthouse-ce.com

■正式申し込み後…30,000円(着手金) ■ご出発の前日より起算してさかのぼって35日前以降15日前まで...研修費用の30% ■ご出発の前日より起算してさかのぼって14日前以降3日前まで...研修費用の50%
■ご出発の前日より起算してさかのぼって2日前以降前日まで...研修費用の80% ■ご出発当日、ご出発以降、またはコース開始日以降解除する場合....研修費用の100%（全額）

（※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。
）

【プログラム内容の変更】

天変地変、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、プログラムの安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ない場
合にはプログラム日程、内容の変更をする場合があります。

【プログラム研修日数と時間数】

■ベトナム 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：28日間、研修総時間数：175時間（インターンシップ活動時間数：152時間、その他の学修活動時間数：23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

企画・実施：ライトハウス・キャリアエンカレッジ
（株）

kamazuka@lighthouse-ce.com（担当：鎌塚）

http://www.lce-edu.com

※往復の航空運賃は含みません。

＊申込順に参加が決定します。
参加決定後、
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。

□提出データ（Excel・Word・PDF データ）
・パーソナルプロファイルフォーム（PPF） ・志望理由書 ・スコア証明書（PDF または画像データ）

お問い合わせ・申込み

10 名

LCE

検索

☎ 075-344-6530
http://www.facebook.com/gogolce

【免責事項】

当社はお客様自身及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。

■往復の航空券は日新航空サービス㈱が手配します。
【航空券関連費用について】
航空運賃：¥28,000〜¥343,000（混雑状況によって航空運賃が変動します）＋約¥13,000（諸税・燃油など）+¥11,000
（渡航手続書類作成料）
※諸税や燃油につきましては本年2月時点での金額となり、為替レートや発券時期によって金額は変動する場合がございます。※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。
※払い戻し手数料額、手数料発生時期は発行する航空券によって異なりますので、必ず発効前に申込者は日新航空サービス(株)よりお知らせ致します。
発行した日から払い戻し手数料が発生いたします。
【空港施設使用料】
成田【国際観光旅客税】
【海外空港税】【燃油サーチャージ】
●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㈱ 笠井 ☎連絡先：03-5358-1680／toyo-gcc@nissin-trvl.co.jp

現地研修費用に含まれるもの

現地研修費用に含まれないもの

ホテル28泊
（朝食付き）
※アジアンルビーラグジュアリーホテル同等クラス・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・ホーチミンシティ国際空港からステイ先までの空港往復送迎

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
（通勤/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、
ビザ申請費用

Vietnam.program TOYO UNIVERSITY

このプログラムは全国の大学生が参加します！現地で仲間を作りましょう！

研修スケジュール

2020 年 8 月15 日（土）
〜9 月13 日（日）
／28 泊 30日間

日付 曜日

日系企業・現地企業での

▶「インターンシップ」

8.15

英語使用頻度30%〜80%（※）

土

（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。）

企業例

旅行

・観光・研修旅行の企画販売
・その他の旅行商品の取り扱いや
現地のオペレーションを行う

不動産仲介会社など

・日本人向けに、ベトナムでの住まい
選び、大家との交渉、相談、サービスを
提供

不動産

広告メディア 生活情報誌出版社など

8.17

コンサルティング

人材
IT

事業内容

・多様な伝達手段を通して多くの人に
メッセージや情報を提供する企業

レンタルオフィス運営会社
法務会社
労務調査会社
ローカル視察サポート会社など

・日系企業のベトナム進出をサポート
・ローカルマーケットに特化したマーケティ
ング手法で、商品の販売、サービス提供に
ついてアドバイスを行う

人材紹介会社など

・日本人、
ベトナム人の就職・転職等の
サポートサービス

ITコンサルティング会社
IT開発会社など

・日本からのITコンサルティング/開発
案件を、ベトナム人エンジニアととも
に解決・サポート

昼：ー

H

（※）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。
（※）一企業につき一名が配属される予定です。

インターンシップ 1 社だけじゃない！
色々な人と出会えるコンテンツも実施します！

日

月

8:45／ホテルロビー 集合
9:00／現地サポート企業GAコンサルタンツにてベトナム事情・インターンシップに向けて事前講座
12:00／研修先の通勤経路確認
（現地にて確認）
【学生交流】
午前／学生交流/各大学の紹介/ベトナム・日本
昼／交流ランチ
15:00／JETROホーチミンオフィス 訪問

H

キャリア観シェア

H

【企業実習】
日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.20

木

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
勤務終了後／振り返り・次週目標設定

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.21

金

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
web報告書提出

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.22

土

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.23

日

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.24
〜
8.26

月
〜
水

【企業実習】
日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.27

木

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
勤務終了後／振り返り・次週目標設定

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.28

金

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
web報告書提出

H

8.29
〜
8.30

土
〜
日

自由行動日

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.31
〜
9.2

月
〜
水

【企業実習】
日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

9.3

木

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
勤務終了後／振り返り・次週目標設定

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

9.4

金

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
web報告書提出

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

9.5
〜
9.6

土
〜
日

自由行動日

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

9.7
〜
9.9

月
〜
水

【企業実習】
日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー

9.10

木

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
勤務終了後／振り返り・次週目標設定

H

朝：◯
昼：ー
夕：ー
朝：◯
昼：ー
夕：ー

【キャリアフォーラム】
ベトナムで活躍する若手ビジネスパーソンとの座談会
自由行動日

事前講座＆振り返り

9.11

金

グローバルに活躍する
先輩と語る

同世代ベトナム人学生
と語る

毎週の体験をみんなで
整理する

日中／各自にて通勤、
現地企業にて実習を行います
web報告書提出

H

9.12

土

10:00-11:00▶海外研修全体のプレゼン準備
11:00-12:00▶海外研修全体を振り返り、
発表、
今後の宣言をプレゼン
午後〜20:00▶自由視察
夜／ホテル出発、
空港へ移動→深夜／ホーチミンシティ国際空港チェックイン

機

●ベトナム人学生と国（人種、言語、文化）を越え、
キャリアについて共に考え、共に学びます。そし

海外で「働くこと」を学びます。

て、それぞれの「夢」を語り合います。

●インターンシップ（実習）先企業の方だけでなく、

●同世代の学生との交流で、刺激を受けたり、

様々な業界で活躍する方と話すことで視野を広げ

自己理解を深めます。

ます。

【事前講座】
●ベトナム基本情報などの研修中に関わるすべての
事をお伝えし、参加学生間で、グループワークやプ
ログラムへの意気込み宣言などを行います。
【振り返り】
●毎週木曜日に参加学生全員で約1時間程度の振り
返りを行います。

9.13

日

0:05／ベトナム航空 ホーチミンシティ国際空港
（タンソンニャット国際空港TSN)発
→8:00／成田国際空港着

※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。

●1日あたりの活動時間
●現地生活（宿泊など）
現地での滞在はホテルとなります。
実習先へはタクシーで移動になります
（自己負担）
。
ホーチミンは比較的安全な街と言われてます。
（夜の単独行動は控えてください）

●サポート企業について
G.A コンサルタンツ株式会社は、
1995 年に設立された人材紹介会社です。
ホーチミン・ハノイのベトナム拠点以外にも、
ミャンマー・インドネシア・フィリピンで事
業拠点を持ち、
現在450 名
（日本人含む）
がサービスを提供しています。

朝：◯
昼：ー
夕：ー

朝：◯
昼：ー
夕：ー

機内食

H ホテル泊 機 機内泊

※フライトは変更になる可能性があります。

企業実習
（19日間）
：8時間、振り返り・次週目標設定（毎週木曜日4回）
：1〜2時間

TOYO UNIVERSITY Vietnam.program

朝：◯
昼：◯
夕：ー

火
〜
水

学生フォーラム

●ベトナムで活躍している日本人ビジネスパーソン

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8.18
〜
8.19

キャリアフォーラム

を囲み、キャリアについてお話を伺います。また、

夕：ー

【日夜発展していくベトナム・ホーチミンを理解する】
8.16

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。

旅行代理店
旅行会社
研修プログラムの企画会社など

食事

→ ホテル到着後/注意事項・翌日のスケジュール確認

ホーチミン市にある「日系企業」および「現地企業」での実習が中心と
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。現地日系企業や現地企
業で働く日本人の働き方や日本人とベトナム人との協働を学びます。

業界

スケジュール
成田国際空港発 → ホーチミンシティ国際空港着
（タンソンニャット国際空港TSN)
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
到着後両替所にご案内します

●滞在中のサポートについて
滞在中は、
GAコンサルタンツ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。

●注意事項
持病等をお持ちの方はプログラム申込みをする際に、
弊社と国際教育センターに
必ず申し出て下さい。 場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必
要がございますので、
詳細は国際教育センターにお問い合わせください。

Vietnam.program TOYO UNIVERSITY

東洋大学国際教育センター 2020年度夏季海外インターンシッププログラム

ウッディンビル

食環境教育・研究施設
インターンシップ
日程：2020年8月１4日
（金）
〜9月7日（月）25日間
現地研修期間：２０２０年8月１4日（金）
〜
9月5日（土）２3日間

●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
●TOEIC L&R 550点程度以上

インターンシップ
「ローカル・オーガニック・サステナブル」を理
念に掲げ、USA・ウッディンビルの広大な敷地
でオーガニック農場と食環境教育・研究施設を
もつ21Acres（米国グリーン･ビルディング協会
LEED認証プラチナ格付獲得）にてインターン
シップを行うプログラムです。同施設は、農場
での野菜栽培、収穫のみならずワシントン州内
の生産者が作ったオーガニック食材の販売、
レストランでの提供といった農作物の流通ま
でを手掛けています。
また、農場を含めた施設全体はエネルギーや資
源の再利用等、様々な技術を採用し運営され
ています。インターンシップ内容は、農場全体
の保全活動（害虫駆除や水やり）や野菜の調理

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。活きた英語やワシントン州の日常生活を経験
するチャンスです。

方法および栄養の調査、レストランへ来たお客
様への食事提供など、様々な活動を行います。
また、さらに広く食環境教育を知るために、イン
ターンシップ期間中、ファーマーズマーケット
やオーガニックマーケットで食材について学び
ます。

ワシントン州ウッディンビル
ウッディンビルは、アメリカの西海岸に位置するワシントン州にあります。
ワシントン州はビール作りに欠かせないホップや、ワインの原料となるブ
ドウの生産量が全米トップクラスであり、ウッディンビルには、ワイナリー
も点在しています。また、緑が溢れ、サマミッシュ川沿いには自然いっぱい
のトレイルもあります。一方、ダウンタウンから車で約30分の距離には、
ワシントン州最大の都市シアトルがあります。
世界進出を果たしたスターバックス1号店や、Microsoft社、Boeing社
などの世界的一流企業の発祥の地でもあります。

★「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。

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

＊インターンシップ先の都合により、日程が変更になる場合があります。

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

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
（インターンシップ実活動時間数 48時間 その他の学修活動時間数 37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になる場合があります。

8月17日

8月16日
終日自由

9:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

【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

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月4日

9:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

【ホームステイ】

【ホームステイ】

8月29日

9:00〜16:00
（6h）
食環境教育研修

9月3日

9:00〜16:00
（6h）
食環境教育研修

【ホームステイ】

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月2日

19:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

8月28日

9:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

【ホームステイ】

9月1日
終日自由

【ホームステイ】

8月27日

9:00〜16:00
（6h）
食環境教育施設訪問

8月22日

終日自由

9:00〜16:00
（6h）
食環境教育施設訪問

8月26日

【ホームステイ】

8月21日

9月5日

9:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

【ホームステイ】

14:00〜16:00
（2h）
プレゼンテーション
（全員での活動報告）

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月7日

9月6日
空港へご案内
帰国の途へ

終日自由

終日自由

【ホームステイ】

8月20日

9:00〜16:00
（6h）
インターンシップ

【ホームステイ】

土曜日
8月15日

日本発、空路シアトルへ
12:00〜18:00
（5h）
シアトル市内見学
オリエンテーション
ホストファミリーとのマッチング

8月19日

8月25日

8月31日

8月30日
終日自由

9:00〜16:00
（6h）
食環境教育研修

8月24日

8月23日
終日自由

8月18日

金曜日
8月14日

日本到着

【機内泊】

利用予定航空会社：日本航空

募集要項

申込方法

◆日程
渡航期間:2020年8月14日（金）
〜9月7日（月）25日間
現地研修期間:2020年8月14日（金）
〜9月5 日（土）23日間
◆募集人数
3名（最少催行人数3名）
◆研修費用
￥518,000（航空運賃を含む）
※燃油サーチャージ/空港諸税等は原油価格や為替の変動により変更となる場合があります。
◆添乗員の同行
添乗員の同行はございません。
◆申込期間
2020年5月7日（木）
〜5月22日（金）
まで
◆申込方法
右記の通り
◆お支払方法
①募集締切後、弊社より必要書類のご案内と共に、お申込金（￥50,000）の振込先をお伝えいたします。
6月中旬（予定）
までにお振込みください。
②7月上旬ごろに費用の残額分のご請求書を発送いたします。期日（7月中旬予定）までにお振込みをお願いいたします。
◆参加条件
〇TOEICL&R 550点程度以上
〇参加申込受付後、国際教育センターの面接を実施します。
日時：5月27日（水）場所:国際教育センター（白山キャンパス）
※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。
〇食環境・オーガニックに興味がある学生
〇全体事前研修会（2020 年7月4日（土）、7月18日（土）の両日）
ならびに研修成果報告会（10月31日（土））に必ず参加すること
〇その他、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
〇IDI（異文化適応調査）を受検すること
（研修会にて実施）
◆注意事項
持病等をお持ちの方はプログラム申込みをする際に、弊社と国際教育センターに必ず申し出てください。場合に
よっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い合わせ
ください。

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し込みください。
国際教育センターHP http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
▼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/toyo2020aug/woodinville
※「志望理由書」は上記国際教育センターHP より所定のWordをダウンロードの上、メール添付
でお送りください。
▼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 より所定のWordをダウンロードの上、メール添付
でお送りください。

★東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象（給付型）
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 2020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、6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課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。

東洋大学

USA・ウッディンビル 食環境教育・研究施設インターンシップ お申込書

フリガナ

性別

氏名

男・女

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

西暦

年

月

日

学部/研究科
現住所

国籍
学年

学籍番号
学科/専攻
〒

携帯電話番号
＠

Email(携帯・PC)
Email

＠toyo.jp

(大学個人アドレス)

TOEIC/TOEFL等

TOEIC

点/TOEFL

点/その他（

※スコアは提出必須です。あわせて証明書をお送りください。

1 時限・2 時限・3 時限・4 時限・5 時限・6 時限

面接日5月27日（水）
の授業時間

※面接時間は授業時間を考慮し決定します。授業がある時間に〇を付けてください。

□スカイプ面接を希望
□白山キャンパスでの面接を希望

面接方法(白山キャンパス以外に所属の学生のみ回答)
スカイプID と名前

）点・級

ID:

※面接時間は授業時間を考慮し決定します。授業がある時間に〇を付けてください。

有

アレルギーの有無

※アレルギーの対象
（例:ネコ、スギ、卵 等）

対象:

緊急連絡先

氏名

・

無

電話番号

続柄

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2食
（朝・夕）
の食事もしくは食材
・現地空港〜滞在先間の送迎
（到着・帰国時）
・インターンシップ手配費、食環境研修費
・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＞
・成田空港施設使用料
（￥2,660）
・国際観光旅客税
（￥1,000）
・海外空港税等
（￥7,300）
＊2020年2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
（￥21,000）
＊2020年2月現在。変動の可能性有り
・ESTA
（米国電子渡航認証）
費用
当社にて代理登録の場合￥3,300
（＊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。）
・旅券証紙･印紙代
・国内における国内空港まで
（から）
の交通費及び宿泊費
・ホストファミリー宅〜インターンシップ先間の交通費
（約US$80）
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
出発日の前日から起算して40日前以降：研修費用の10%
出発日の前日から起算して30日前以降：研修費用の20%
出発日の前々日または前日：研修費用の50％
出発当日または無連絡不参加：研修費用の100％

お問合せ先
日新航空サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第463号（社）日本旅行業協会正会員
本社 リテール一部営業課 担当: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
E-mail:nks-kaigai@nissin-trvl.co.jp

本プログラムは、東洋大学国際教育センターの要望の
もと、日新航空サービス㈱が企画し、運営するものです。
【国際教育センター連絡先】
電話03-3945-8794
E-mail:ml-internship@toyo.jp

東洋大学国際教育センター 2020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

シアトル

インターンシップ・ボランティア研修
日程：2020年8月１4日
（金）
〜9月7日（月）25日間
現地研修期間：２０２０年8月１4日（金）
〜
9月5日（土）２3日間

インターンシップコース

●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

アメリカワシントン州の都市シアトルにおいて、貿易会社や不動産会社、
ホームレスの社会復帰を支援するNPO団体やホームレスの女性や子ど
も、家族をサポートする施設などで活動を行うコースです。
貿易会社（Kirkwood）では貿易業務全般や鉄鋼ビジネスなどを学びな
がら、貿易書類の作成等の貿易実務を行います。
不動産会社（Kaleb Group）では契約書の作成やミーティングへの参加
など事務スタッフのサポートを行います。
社会福祉関連の研修先では、ホームレスの方の社会復帰を支援する
NPO団体や施設にてホームレスの方への食事作りや配膳業務、販売用
衣服の仕分けなどを行います。

（給付型・選抜制）

●単位認定・履修登録対象コース

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。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。活きた英語やシアトルの日常生活を経験するチャ
ンスです。

ボランティアコース
日系コミュニティや日系団体が数多く存在するシアトルにおいて、午前
中は語学学校で英語を学びながら、午後は出版物やWeb広告を扱う
現地日系団体や高齢者福祉施設、日本と日系人の文化や伝統を伝える
イベントを主催する団体などで活動を行うコースです。
語学学校ではプレイスメントテストを実施し、自分のレベルに合った
クラスで学習します。また、ボランティア内容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。

シアトル

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していたマリ
ナーズのT-Mobile Parkがあります。
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。

★「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。

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

ボランティアコース
Soy Source/北米報知

★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。期間中、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。ボランティア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。

Kawabe Memorial House

ワシントン州日本文化市民会館

★英語業務：50〜60％ ★日本人スタッフあり

★英語業務：50〜70％ ★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。

企業・事業紹介
1923年に日米の相互理解を深める目的で設立
された、ワシントン州で最も歴史ある非営利団体。
現在は、日米間の経済発展やビジネスに関係した
法人会員が多数参加し、セミナーやネットワーキ
ング、イベントを盛んに行っています。
ボランティア活動内容
PC入力や電話対応などのオフィスワーク、イベン
トの実施サポート
募集要項
●募集人数：1名
●TOEIC L&R:600点程度以上
体験談（過年度参加の学生より）
日米のつながりを深めるための様々なイベントを
行っているため、仕事も多岐に亘っており、単純な
事務作業だけでなく広告作りなども行いました。
また動画の字幕作成や翻訳の仕事なども任せて
もらいました。簡単な作業でもミスをしないよう
注意を払って仕事を行ったことで、新しい仕事を
もらえるきっかけになりました。また新しいアイディ
アも歓迎してくれたため、思い付いた時に積極的
に意見を伝えるよう心がけていました。

ALPS Language School

語学学校

ALPS Language Schoolは1992年に設立した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
な先生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。

■シアトル・ボランティア（Soy Source/北米報知、Kawabe Memorial House、ワシントン州日本文化市民会館）
日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

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 93時間(ボランティア実活動時間数 53.5時間 その他の学修活動時間数 39.5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になる場合があります。

8月17日

8月16日
終日自由

9:30〜12:30
（3h）
クラス分けテスト
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

【ホームステイ】

8月24日

8月23日
終日自由

10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

【ホームステイ】

8月31日

8月30
終日自由

【ホームステイ】

10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

9月6日

8月18日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：30〜17：30
（4h）
ボランティア

【ホームステイ】

8月25日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

9月1日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

金曜日

土曜日

8月14日

8月15日

日本発 空路シアトルへ
12：00〜18：00
（5h）
シアトル市内見学
オリエンテーション
ホストファミリーとのマッチング

終日自由

【ホームステイ】

8月19日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

8月26日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

9月2日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

8月20日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：30〜17：30
（4h）
ボランティア

【ホームステイ】

8月27日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

9月3日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

【ホームステイ】

8月21日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ワシントン大学訪問

8月22日
終日自由

【ホームステイ】

【ホームステイ】

8月28日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

9月4日
10:30〜12:30
（2h）
語学学校
13：00〜16：30
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

8月29日
終日自由

【ホームステイ】

9月5日
14:00〜16:00
（2h）
プレゼンテーション
（全員での活動報告）

【ホームステイ】

9月7日
日本到着

空港へご案内
帰国の途へ

【機内泊】
＊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。 利用予定航空会社：日本航空

インターンシップコース
Fare Start

Mary s Place

★英語業務：100％ ★日本人スタッフなし

★英語業務：100％ ★日本人スタッフなし

企業・事業紹介
ホームレスや経済的に困難な状況にある人々に、
社会復帰のためのトレーニングと就労を支援する
NPO団体。独自のプログラムに沿ってシェフになる為の職業訓練を行うだけで
なく、レストランやカフェも経営し、ケータリングや学校給食等のサービスも安価
で提供しています。
まさに、訓練と実践を同時進行している革新的なNPOです。
インターンシップ活動内容
イベントやケータリング等のサポート、レストランでの配膳、食事の準備
募集要項
●募集人数：2名 ●TOEIC L&R：650点程度以上

企業・事業紹介
1999年にホームレスの女性や子ども、家族を
サポートするデイケアセンターとして設立。ホー
ムレスの女性にコミュニティを構築し、自立した生活のためのカウンセリングや住
居や雇用の支援、温かい食事の提供や、衣服の提供、イベントを実施しています。
同団体は地元企業や学生など多くのボランティアによって支えられています。
インターンシップ活動内容
フロントデスクでのサポート 販売用衣服の仕分けや食事提供
募集要項
●募集人数：2名
●TOEIC L&R：650点程度以上
体験談（過年度参加の学生より）
利用者だけでなく、働いている人も様々な国籍、境遇の方々がおり、英語に訛り
があったりと、コミュニケーションを取るのが大変でしたが、働いている方から施
設の成り立ちや、運営方法などいろいろな話を聞くことができとても良い経験に
なりました。

※現地にてFood Handlerの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）
ホームレスの方への食事作りや配膳業務を担当し、活動を通してたくさんの方と
お話しすることができました。
また、Fare Startの理念や同団体がどのように運
営されているのかを学ぶことができました。F a re S ta rtのシステムは素晴らし
いので、皆さんに知っていただきたいと思いました。

Kirkwood

Kaleb Group

★英語業務：100％ ★日本人スタッフなし

★英語業務：100％ ★日本人スタッフなし

企業・事業紹介
ワシントン州ウッディンビルを拠点とする鉄鋼製
品の製造および販売を行う貿易会社です。中国
と韓国が主な仕入れ先で、販売先はアメリカ国内をメインとしています。販売
商品は住宅、商業、農業市場などさまざまな場所で活用される商品で、輸入して
そのまま販売するものと、自社で加工して自社商品とするものがあります。社員
数は約20名。インターンシップでは貿易業務全般や鉄鋼ビジネスに関しての
レクチャーもあります。
インターンシップ活動内容
貿易書類の作成、PC入力や書類整理等、貿易業務全般や鉄鋼ビジネスの
レクチャー
募集要項
●募集人数：1名
●TOEIC L&R：650点程度以上 ※現地担当者とSkypeによる面接を実施します。

企業・事業紹介
ワシントン州とカルフォルニア州を拠点とする不
動産仲介会社です。
不動産エージェント業はもちろん、ショッピングセンター等のディベロッパー業や
物件管理等の業務など多岐に亘る不動産業の仕事を行っています。インターンシ
ップ先となる、ワシントン州ベルビューオフィスは社員数約10名と小規模な会社
ですが、インターンシップでは、不動産業のみならず、契約についての法務を学ぶ
こともできます。
インターンシップ活動内容
事務スタッフのサポート 不動産関係書類の作成
PC入力や書類整理等 ミーティングへの参加
募集要項
●募集人数：1名
●TOEIC L&R：650点程度以上

■シアトル・インターンシップ（Fare Start、Mary's Place、Kirkwood、Kaleb Group)）
日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

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 87.5時間 (インターンシップ実活動時間数 79.5時間 その他の学修活動時間数 8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になる場合があります。

8月17日

8月16日
終日自由

【ホームステイ】

8:00〜9:00
（1h）
オリエンテーション
10:00〜12:00
（2h）
15:00〜18:00
（3h）
インターンシップ

【ホームステイ】

13：00〜18：00
（5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

終日自由

【ホームステイ】

13：00〜18：00
（5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月6日
空港へご案内
帰国の途へ

【ホームステイ】

【ホームステイ】

終日自由

【ホームステイ】

終日自由

【ホームステイ】

8月19日

【ホームステイ】

8月26日
9：00〜12：30
（3.5h）
インターンシップ
14：30〜18：00
（3.5h）
インターンシップ

9月1日

土曜日
8月15日

日本発 空路シアトルへ
12：00〜18：00
（5h）
シアトル市内見学
オリエンテーション
ホストファミリーとのマッチング

9：00〜16：00
（6h）
インターンシップ

8月25日

8月31日

8月30日
終日自由

終日自由

8月24日

8月23日
終日自由

8月18日

金曜日
8月14日

【ホームステイ】

9月2日
9：00〜12：30
（3.5h）
インターンシップ
14：30〜18：00
（3.5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

8月20日
10：00〜15：00
（5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

8月27日
10：00〜15：00
（5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

9月3日
10：00〜15：00
（5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

8月21日

【ホームステイ】

8月22日

10：00〜17：30
（6.5h）
インターンシップ

10：00〜15：00
（5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

8月28日

【ホームステイ】

8月29日

10：00〜17：30
（6.5h）
プレゼンテーション

10：00〜15：00
（5h）
インターンシップ

【ホームステイ】

9月4日

【ホームステイ】

9月5日

10：00〜17：30
（6.5h）
プレゼンテーション

14:00〜16:00
（2h）
プレゼンテーション
(全員での活動報告)

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月7日
日本到着

【機内泊】
＊インターシップ先の都合により、日程が変更になる場合があります。

利用予定航空会社：日本航空

募集要項
◆日程
渡航期間:2020年8月14日（金）
〜9月7日（月）25日間
現地研修期間:2020年8月14日（金）
〜9月5日（土）23日間
◆募集人数
インターンシップコース6名、ボランティアコース4名
（最少催行人数：両コース合わせて3名）
◆研修費用
インターンシップコース￥470,000（航空運賃を含む）
ボランティアコース￥527,000（航空運賃を含む）
※燃油サーチャージ/空港諸税等は原油価格や為替の変動により変更となる場合が
あります。
◆添乗員の同行
添乗員の同行はございません。
◆申込期間
2020年5月7日（木）
〜5月22日（金）
まで
◆申込方法
右記の通り
◆お支払方法
①募集締切後、弊社より必要書類のご案内と共に、お申込金（￥50,000）の振込先を
お伝えいたします。
6月中旬(予定)までにお振込みください。
②7月上旬ごろに費用の残額分のご請求書を発送いたします。期日（7月中旬予定）
までにお振込みをお願いいたします。
◆参加条件
○インターンシップ/ボランティア先により、TOEIC L&Rの点数基準あり。
○インターンシップコースとボランティアコースの併願可。
○参加申込後、国際教育センターの面接により研修先を決定します。
日時:5月27日（水）場所:国際教育センター（白山キャンパス）

※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。
※面接結果により希望の研修先に参加できない場合や本プログラムに参加できない
場合があります。
〇全体事前研修会（2020年7月4日（土）、7月18日（土）の両日）
ならびに研修成果報告会（10月31日（土））に必ず参加すること
〇その他、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
〇IDI(異文化適応調査)を受検すること
（研修会にて実施）
◆注意事項
持病等をお持ちの方は、プログラム申し込みをする際に、弊社と国際教育センター
に必ず申し出てください。場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく
必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い合わせください。

東洋大学 USA・シアトル インターンシップ・ボランティア お申込書

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し込みください。
国際教育センターHP
http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
▼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/toyo2020aug/seattle
※「志望理由書」は上記国際教育センターHPより所定のWordを
ダウンロードの上、メール添付でお送りください。
▼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より所定のWordフォームをダウン
ロードの上、メール添付でお送りください。

フリガナ

性別

氏名

男・女

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

西暦

年

月

日

学部/研究科
現住所

国籍
学年

学籍番号
学科/専攻
〒

携帯電話番号
＠

Email(携帯・PC)
Email

インターンシップ・
ボランティア先企業名
※第4希望まで

面接日5月27日（水）
の授業時間

TOEIC

点/TOEFL

第1希望：

第2希望：

第3希望：

緊急連絡先

申込方法

第4希望：

※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○を付けてください。

□ スカイプ面接を希望
□ 白山キャンパスでの面接を希望

※スカイプ面接を希望される方は、IDとその名前をご記入ください。

ID:

名前:
有

・

無

対象:
氏名

電話番号

プログラム研修日数と時間数

）点・級

1時限 ・ 2時限 ・ 3時限 ・ 4時限 ・ 5時限 ・ 6時限

アレルギーの有無
※アレルギーの対象
（例:ネコ、スギ、卵 等）

点/その他（

※スコアは提出必須です。あわせて証明書をお送りください。

面接方法 （川越・朝霞・板倉・赤羽台キャンパスの学生のみ回答）
スカイプIDと名前

利用予定航空会社：日本航空

＠toyo.jp

(大学個人アドレス)

TOEIC/TOEFL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)
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 2020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、6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課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。

続柄

インターンシップ先:Fare Start、Mary s Place、Kirkwood、Kaleb Group
●研修総時間数：87.5時間
【内訳】
インターンシップ実活動時間数：79.5時間
その他の学修活動時間数：8時間
ボランティア先:Soy Source/北米報知、Kawabe Memorial House、
ワシントン州日本文化市民会館
●研修総時間数：93時間
【内訳】
ボランティア実活動時間数：53.5時間
その他の学修活動時間数39.5時間
●現地研修日数：23日間
●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。

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2食
（朝・夕）
の食事もしくは食材
・現地空港〜滞在先間の送迎
（到着・帰国時）
・インターンシップ手配費、食環境研修費
・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＞
・成田空港施設使用料
（￥2,660）
・国際観光旅客税
（￥1,000）
・海外空港税等
（￥7,300）
＊2020年2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
（￥21,000）
＊2020年2月現在。変動の可能性有り
・ESTA
（米国電子渡航認証）
費用
当社にて代理登録の場合￥3,300
（＊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。）
・旅券証紙･印紙代
・国内における国内空港まで
（から）
の交通費及び宿泊費
・ホストファミリー宅〜インターンシップ先間の交通費
（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
出発日の前日から起算して40日前以降：研修費用の10%
出発日の前日から起算して30日前以降：研修費用の20%
出発日の前々日または前日：研修費用の50％
出発当日または無連絡不参加：研修費用の100％

お問合せ先
日新航空サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第463号（社）日本旅行業協会正会員
本社 リテール一部営業課 担当: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
E-mail:nks-kaigai@nissin-trvl.co.jp

本プログラムは、東洋大学国際教育センターの要望の
もと、日新航空サービス㈱が企画し、運営するものです。
【国際教育センター連絡先】
電話03-3945-8794
E-mail:ml-internship@toyo.jp

東洋大学国際教育センター 2020年度夏季海外ボランティアプログラム

サンディエゴ

ボランティア研修

日程：2020年 8月１5日（土）
〜9月１3日（日）３０日間
●東洋大学海外留学促進奨学金

現地研修期間：２０２０年8月１5日（土）
〜

「チャレンジ型」対象（給付型）

9月11日（金）２８日間

●JASSO海外留学支援制度奨学金対象

ボランティア

（給付型・選抜制）

●単位認定・履修登録対象コース

サンディエゴのダウンタウンを中心とした
いくつもの施設で、日々異なるボランティ
ア活動を行うプログラムです。ボランティ
アは、非営利団体のシニアセンターやホームレスの方へ食事配給などを
行う団体での活動のほか、地元地域の祭りや日本庭園での活動等、多岐
に亘ります。地元の方々や他国からの留学生と協力してボランティア活動
を行い、異文化の中で働く力を養います。ボランティアは全て英語で行い
ます。

@San Diego Tourism Authority

サンディエゴ
カリフォルニア州でロサンゼルスに次ぐ人口の多さを誇るサンディエゴ。
『Americaʼs Finest City（アメリカで 最も素晴らしい街）』
と称される
ほど、アメリカ国内でも多くの人気を集め、観光客を魅了してやまない
街です。気候にも恵まれており一年中穏やかです。
また、美しい自然に囲まれた数々の公園やビーチシティなど、見どころ
が多いことも魅力の一つです。

@San Diego
Tourism Authority

語学学校
研修の舞台は「Q International School」。
サンディエゴのダウンタウン中心地にあるInternational College of
Holistic Studiesに併設された語学学校です。
世界各地から英語を学ぶ生徒を受け入れており、日本人学生が少ないこ
とが特徴です。少人数クラスで、若者に人気の高い学校です。研修初日に
プレイスメントテストを
実施し、12段階のレベ
ルから自分のレベルに
合ったクラスで他国の
留学生とともに語学を
学びます。ボランティ
アに必 要な英 会 話も
学ぶことができます。

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。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
英語やサンディエゴの日常生活を経験する
チャンスです。

★「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。

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

＊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。

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日
8月15日

プログラム研修日数と時間数
・現地研修日数 28日間
・現地研修総時間数 87.5時間
（ボランティア実活動時間数 35時間/その他の学修活動時間数 52.5時間）
※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。
・事前・事後研修時間数
（国内）10時間

8月16日
終日自由

8月17日
9:00〜15:00
AM:オリエンテーション
（3h）
レベル分けテスト
PM:ダウンタウン散策

【ホームステイ】

8月23日
終日自由

【ホームステイ】

8月30日
終日自由

【ホームステイ】

9月6日
終日自由

【ホームステイ】

8月19日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス

【ホームステイ】

【ホームステイ】

8月25日

9:00〜13:30
（3.5h）
ボランティア

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス

【ホームステイ】

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月7日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス
15:30〜19:00
（3.5h）
ボランティア

【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】

【ホームステイ】

9月5日
終日自由

9:00〜16:30
フィールドトリップ

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月10日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス

終日自由

9月4日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス
14:30〜17:30
（3h）
ボランティア

9月9日

【ホームステイ】

8月29日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス
15:30〜19:00
（3.5h）
ボランティア

9月3日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス
15:30〜18:30
（3h）
ボランティア

13:00〜17:30
（4.5h）
ボランティア

8月28日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス

9月2日

8月22日

13：30〜17：00
フィールドトリップ

8月27日

8:00〜16:00
（7h）
ボランティア

9月8日

8月21日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス
16:30〜20:00
（3.5h）
ボランティア

【ホームステイ】

9月1日
9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス

8月20日

8月26日

【ホームステイ】

8月31日

Labor Day
（祝日）
終日自由

【ホームステイ】

8月18日

8月24日

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス
15:30〜19:00
（3.5h）
ボランティア

空路サンディエゴへ到着後、
出迎え12：00〜16：00
（4h）
オリエンテーション
ホストファミリーとのマッチング

【ホームステイ】

9月11日

9月12日

終日自由

9:00〜13:30
（3.5h）
英会話クラス

空路帰国の途へ

【機内泊】

9月13日

【ホームステイ】

【ホームステイ】

【ホームステイ】

【ホームステイ】 成田空港到着

利用予定航空会社：日本航空

募集要項

申込方法

◆日程
渡航期間:2020年8月15日（土）
〜9月13日（日）30日間
現地研修期間:2020年8月15日（土）
〜9月11日（金）28日間
◆募集人数
15名（最少催行人数３名）
◆研修費用
￥588,000（航空運賃を含む）
※燃油サーチャージ/空港諸税等は原油価格や為替の変動により変更となる場合があります。
◆添乗員の同行
添乗員の同行はございません。
◆申込期間
2020年5月7日（木）
〜5月28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
◆お支払方法
①募集締切後、弊社より必要書類のご案内と共に、お申込金（￥50,000）の振込先をお伝えいたします。
6月中旬（予定）
までにお振込みください。
②7月上旬ごろに費用の残額分のご請求書を発送いたします。期日（7月中旬予定）までにお振込みをお願いいたします。
◆参加条件
〇語学力は問いません。
〇全体事前研修会（2020年7月4日（土）、7月18日（土）の両日）
ならびに研修成果報告会（10月31日(土））に必ず参加すること
〇その他、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
〇IDI(異文化適応調査)を受検すること
（研修会にて実施）
◆注意事項
持病等をお持ちの方は、プログラム申し込みをする際に、弊社と国際教育センターに必ず申し出てください。
場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い
合わせください。

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し込みください。
国際教育センターHP http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
▼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/toyo202008/sandiego
※「志望理由書」は上記国際教育センターHP より所定のWord をダウンロードの上、メール
添付でお送りください。
▼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 より所定のWord をダウンロードの上、メール
添付でお送りください。

★東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象(給付型)
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）
★JASSO2020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、6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課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。

東洋大学

USA・サンディエゴ ボランティア研修

フリガナ

お申込書
性別

氏名

男・女

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

西暦

年

月

日

学部/研究科
現住所

国籍
学年

学籍番号
学科/専攻
〒

携帯電話番号
＠

Email(携帯・PC)
Email

＠toyo.jp

(大学個人アドレス)

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。

有

アレルギーの有無
※アレルギーの対象
（例:ネコ、スギ、卵 等）

対象:

緊急連絡先

氏名

・

無

電話番号

続柄

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2食
（朝・夕）
の食事もしくは食材
・英会話授業料、教材費
・アクティビティー費、
ボランティア手配費
・現地空港〜滞在先間の送迎
（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＞
・成田空港施設使用料
（￥2,660）
・国際観光旅客税
（￥1,000）
・海外空港税等
（￥6,500）
＊2020年2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
（￥21,600）
＊2020年2月現在。変動の可能性有り
・ESTA
（米国電子渡航認証）
費用
当社にて代理登録の場合￥3,300
（＊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。）
・旅券証紙･印紙代
・国内における国内空港まで(から)の交通費及び宿泊費
・ホストファミリー宅〜語学学校／ボランティア先間の交通費
（約US＄75）
●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
出発日の前日から起算して40日前以降：研修費用の10%
出発日の前日から起算して30日前以降：研修費用の20%
出発日の前々日または前日：研修費用の50％
出発当日または無連絡不参加：研修費用の100％

お問合せ先
日新航空サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第463号（社）日本旅行業協会正会員
本社 リテール一部営業課 担当:笠井
〒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
E-mail:nks-kaigai@nissin-trvl.co.jp

本プログラムは、東洋大学国際教育センターの要望の
もと、日新航空サービス㈱が企画し、運営するものです。
【国際教育センター連絡先】
電話03-3945-8794
E-mail:ml-internship@toyo.jp

東洋大学国際教育センター 2020年度夏季海外ボランティアプログラム

●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

ポートランド

ボランティア研修

日程：2020年 8月20日
（木）〜9月13日（日）25日間
現地研修期間：２０２０年8月20日（木）
〜

ボランティア

ポートランド州立大学での
英語研修

9月11日（金）２3日間

〜レベル別のクラスで英語を学びます〜

〜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）〜
フードバンクでの食料仕分作業

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。

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。

地域ケアワーカー協力団体でのサポート

Northwest Childrenʼs Outreachでのボランティア

公益財団法人での日本文化紹介

活動。同非営利団体は、ポートランドで寄付された品々

Ronald McDonaldʼs House(病気の子どもたちとそ

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

本学協定校のポートランド州立大学にて、英語の研
修を行います。
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。
英語研修は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。

の家族のための滞在施設)でのボランティア活動。この

類・おむつ・おもちゃな
どの発送準備サポート

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

を行います。

の日本文化を紹介します。

ポートランド
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。

大学寮・ホームステイ
初日から3 日間はポートランド州立大学の大学寮に他大学の学生とともに滞在します（2名1室）。
・大学寮Broadway https://www.pdx.edu/ﬂoorplans/buildings/bdwy
4 日目以降はホストファミリー宅に滞在します。
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。

★「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。

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

＊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。

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

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 86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 50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になる場合があります。予めご了承ください。

8月23日
10:00〜14:00
（4h）
ホームステイ
オリエンテーション

【ホームステイ】

8月30日
終日自由

8月24日

8月31日

【ホームステイ】

8:00〜17:00
終日アクティビティ
コロンビア渓谷

【ホームステイ】

9:00〜15:30
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアプロジェクト
（2.5h）

【ホームステイ】

Labor Day
（祝日）
終日自由

【ホームステイ】

【大学寮】

9:00〜16:00
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアクラス
（2h）
ホームステイ中間ヒアリング
（1h）

9:00〜17:00
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアプロジェクト
（4h）

【ホームステイ】

【ホームステイ】

終日自由

【ホームステイ】

【ホームステイ】

9月5日

9:00〜17:00
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアプロジェクト
（4h）

【ホームステイ】

終日自由

【ホームステイ】

9月10日

【ホームステイ】

【大学寮】

8月29日

9月4日

9:00〜15:30
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアクラス
（2.5h）

9:00〜15:00
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアクラス
（2h）

10:00〜16:00
アクティビティ
ウィラメット川

8月28日

9月9日

【ホームステイ】

9:00〜17:00
AM:英会話クラス
（2.5h）
PM:コンピュータ
オリエンテーション
（1h）
ダウンタウンツアー

9月3日

9:00〜17:00
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアプロジェクト
（4h）

9月8日
9:00〜17:00
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアプロジェクト
（4h）

8月22日

8月27日

9月2日

【ホームステイ】

9月7日

土曜日

8月21日

【大学寮】

8月26日

9月1日

金曜日

8月20日
日本発、空路ポートランドへ
12:00〜18:00
（5h）
到着後 オリエンテーション
寮オリエンテーション

9:00〜17:00
9:00〜17:00
7:30〜21:00
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
PM:ボランティアクラス
（2.5h）
PM:ボランティアプロジェクト
（4h） シアトル日帰りツアー
ホームステイオリエンテーション
（1.5h）
【ホームステイ】
【ホームステイ】
【ホームステイ】

9:00〜15:30
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティアクラス
（2.5h）

9月6日

8月25日

木曜日

【ホームステイ】

9月11日

9:00〜15:00
AM:英語クラス
（2.5h）
PM:ボランティア
クラスプレゼン
（2h）

9月12日

9:00〜14:00
AM:英語クラスプレゼン
（4h）
評価・修了証授与式
（1h）

【ホームステイ】

空港へご案内
帰国の途へ

【ホームステイ】

【機内泊】

9月13日
日本到着

利用予定航空会社:日本航空

募集要項

申込方法

◆日程
渡航期間:2020年8月20日（木）
〜9月13日（日）25日間
現地研修期間:2020年8月20日（木）
〜9月11日（金）23日間
◆募集人数
10名（最少催行人数1名）
◆研修費用
￥568,000（航空運賃を含む）
※燃油サーチャージ/空港諸税等は原油価格や為替の変動により変更となる場合があります。
◆添乗員の同行
添乗員の同行はございません。
◆申込期間
2020年5月7日（木）
〜5月28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
◆お支払方法
①募集締切後、弊社より必要書類のご案内と共に、お申込金(￥50,000)の振込先をお伝えいたします。
6月中旬（予定）
までにお振込みください。
②7月上旬ごろに費用の残額分のご請求書を発送いたします。期日（7月中旬予定）
までにお振込みをお願いいたし
ます。
◆参加条件
〇語学力は問いません。
〇全体事前研修会（2020年7月4日（土）、7月18日（土）の両日）
ならびに研修成果報告会（10月31日（土））に必ず参加すること
〇その他、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
〇IDI（異文化適応調査）を受検すること
（研修会にて実施）
◆注意事項
持病等をお持ちの方は、プログラム申し込みをする際に、弊社と国際教育センターに必ず申し出てください。
場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い
合わせください。

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し込みください。
国際教育センターHP http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
▼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/toyo202008/portland
※「志望理由書」は上記国際教育センターHPより所定のWordをダウンロードの上、メール
添付でお送りください。
▼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より所定のWordをダウンロードの上、
メール添付でお送りください。

★東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象（給付型）
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 2020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、6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課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。

東洋大学

USA・ポートランド ボランティア研修

フリガナ

お申込書
性別

氏名

男・女

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

西暦

年

月

日

学部/研究科
現住所

国籍
学年

学籍番号
学科/専攻
〒

携帯電話番号
＠

Email(携帯・PC)
Email

＠toyo.jp

(大学個人アドレス)

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。

有

アレルギーの有無
※アレルギーの対象
（例:ネコ、スギ、卵 等）

対象:

緊急連絡先

氏名

・

無

電話番号

続柄

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
（朝・昼・夕）
の食事もしくは食材
・現地空港〜滞在先間の送迎
（到着・帰国時）
・インターンシップ手配費、食環境研修費
・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＞
・羽田空港施設使用料
（￥2,6１0）
・国際観光旅客税
（￥1,000）
・海外空港税等
（￥7,300）
＊2020 年2 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
（￥21,000）
＊2020 年2 月現在。変動の可能性有り
・ESTA
（米国電子渡航認証）
費用
当社にて代理登録の場合￥3,300
（＊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。）
・旅券証紙･印紙代
・国内における国内空港まで(から)の交通費及び宿泊費
●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
出発日の前日から起算して40日前以降：研修費用の10%
出発日の前日から起算して30日前以降：研修費用の20%
出発日の前々日または前日：研修費用の50％
出発当日または無連絡不参加：研修費用の100％

お問合せ先
日新航空サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第463号（社）日本旅行業協会正会員
本社 リテール一部営業課 担当: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
E-mail:nks-kaigai@nissin-trvl.co.jp

本プログラムは、東洋大学国際教育センターの要望の
もと、日新航空サービス㈱が企画し、運営するものです。
【国際教育センター連絡先】
電話03-3945-8794
E-mail:ml-internship@toyo.jp
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(ホームステイ)

09:00〜17:00 オリエンテーション(約3時間)
+幼稚園視察または活動開始

4日目

月曜日〜金曜日 09:00〜17:00 (1日7時間目安)
各実習先にてボランティア活動実施

↓

(機中泊)

09:00〜12:00 到着後、現地係員と待ち合わせ
ホームステイ先へ (車中でオリエンテーション)

3日目

(ホームステイ)

（実習先により、開始時間や活動時間が異なる場合があります）

15日目

土・日曜日

16日目

現地係員が空港へご案内
06:00〜08:00 シドニー発、空路日本へ
（途中、各自にて乗り換え）
17:00〜19:00 日本到着

ίஇ͵ݲᘍʴૠᵏӸὉӲἅὊἋắểỉʴૠСᨂỊẝụộẶỮὸ

ဎᡂ᧓ ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵓஉᵕଐᵆஙᵇ῍ᵓஉᵐᵖଐᵆஙᵇ

19:00〜20:00 日本発、空路シドニーへ
（途中、各自にて乗り換え）

終日自由

(ホームステイ)

※利用便により、最終日夜シドニー発、翌日日本着となる場合があります。
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※天候や現地事情により、日程が変更となる場合があります。
※上記フライトはカンタス航空・成田発着便(乗り継ぎ便)利用の例です。利用航空会社
・利用便によって出発・到着時間が異なります。成田空港の代わりに羽田空港利用
となる場合、または往復で利用空港が異なる場合があります。

●利用予定航空会社：カンタス航空・日本航空・キャセイパシフィック航空・
大韓航空・シンガポール航空・マレーシア航空・タイ国際航空・全日空・
ヴァージンアトランティック航空 のいずれか(エコノミークラス)
●添乗員：同行しません。現地サポートスタッフが対応します。
●研修実施：オーストラリア・シドニー近郊の私立幼稚園、チャイルドケアセンター
当コースは現地にて公的機関への届け出 (Working with Children) が必要なため、
本人名義のクレジットカード2枚 (VisaまたはMaster) の持参が必要です。

費用に含まれるもの

◆東京(成田・羽田) 〜シドニー間の往復航空運賃(エコノミークラス) ◆燃油サーチャージ
◆現地空港諸税 ◆現地日本語サポート ◆日程表に明示された送迎費用
◆オーストラリア観光査証(ETAS)取得費用 ◆選考およびマッチング手数料
◆幼稚園やチャイルドケアセンターでのボランティア費用
◆初日のオリエンテーション後、スタッフ同行案内
◆ホームステイ滞在費用 平日2食・週末3食付き

（※朝昼一緒のブランチの場合あり/ 現地到着日および現地出発日を除く）

費用に含まれないもの

◆日本の空港施設使用料(成田：2,660円／羽田：2,570円) ◆国際観光旅客税(1,000円)
◆自宅〜成田・羽田空港間の交通費 ◆ホームステイ滞在中の交通費
◆個人的性質の出費(お小遣い、電話代、切手代、クリーニング代など)
◆現地での個人的な観光などにかかる費用 ◆パスポート取得費用 ◆超過手荷物料金
◆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。)
◆緊急時の対応にかかった経費(車代、通訳費用など)

ᢅӊ↝Ӌьᎍ⇙∇∙⇮≝৷ቦ
●最初はどのように子供に声をかけたらよいのかわからなかったが、先生方を真似て接しているうちに、
日に日に子供たちが私を慕うようになってくれて、指示も聞いてくれるようになった。
●子供達の名前を覚えることでコミュニケーションが取りやすくなった。先生からの指示がないことが多いので、
自分から聞きに行く姿勢が必要。
●先生やボランティアスタッフが、子供の人数に対して多くいることに驚いた。
●日本の文化を紹介する時間をもらえたが、
もっと念入りに準備をすべきだった。
●勤務先の雰囲気がとても自由だと感じた。先生方もおしゃべりを楽しみながら働いていて、
ストレスを感じさせない職場の雰囲気だった。それでも、
しっかりと責任をもって仕事をしていることが
感じ取れた。
また、
日本との文化の違いも強く感じた。
★「留学レポート」にて、
さらに参加者の体験談を見る事が出来ます！
ボランティアイメージ
URL：https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/ →

⇽∓⇖∏∆ဎᡂ૾ඥ
まずは下記問合せ先までお電話ください。その後、
「申込書」、
「志望理由書」および「スコア証明書」をFAXかメールにて(PDF、写メールでも可)お送りください。
志望理由書は、国際教育センターホームページよりダウンロードできます。
【国際教育センターホームページ】URL：http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
※申込前に上記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」を必ずご確認ください。
申込確認後、当社から一次書類をお送りします。書類を受領しましたら6月5日(金)までに申込金50,000円をお振込みください。
※持病等をお持ちの方はプログラム申込みをする際に、弊社と国際教育センターに必ず申し出てください。
場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い合わせください。
※海外旅行保険料、J-TAS危機管理サービス料につきまして、参加者は全員大学指定の保険・サービスへの加入が必要です。詳細は後日ご案内いたします。
※プログラムを申込んだ2週間以内にパスポートを申請・受領してください。

ᄂ̲ᝲဇૅ૾ඥ
申込金着金確認後、当社より正規申込書面・旅行条件書・プログラム費用残金請求書を送付いたします。
8月15日(土)出発：6月26日(金)まで／8月29日(土)出発：7月10日(金)までに残金をお支払いください。
またプログラム実施前に最終確定書面を送付します。
ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
※旅行契約の成立：本研修旅行は株式会社エスティーエートラベルが行うもので、参加される方は当社と募集型企画旅行契約を結んでいただきます。
申込書、
申込金の受理と当社の承諾（資格確認）
を持って成立するものとし、成立日は当社が旅行申込書を受理し、承認を行った日とします。
※個人情報について：申込者と旅行業者は、旅行申込時に申込書に記入された参加者の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど）を、
参加者との間の連絡、旅行における運送・宿泊・現地受入機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用します。

ᄂ̲ᝲဇ↝ӕෞ૰↚↓ⅳ↕
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで

研修費用の10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日まで

研修費用の20％

シドニーイメージ

旅行開始日の前々日〜当日

研修費用の50％

旅行開始後及び無連絡不参加

研修費用の100％

申込書に記入の上、志望理由書と一緒に、下記問合せ先までメールまたはFAXにて
お送りください。

東洋大学 シドニー幼児教育ボランティア申込書

⇽∓⇖∏∆ᄂ̲ଐૠ↗᧓ૠ

＊希望コースに○を付けてください。

2週間A・Bコース共通

希望コース： ①2週間Aコース ②2週間Bコース
学籍番号：

◆現地研修日数：14日間
◆研修総時間数：71時間
【内訳】
ボランティア実活動時間数：67時間
その他の学修活動時間数：4時間
◆事前・事後研修時間数（国内）
：10時間

学年：

学部/研究科：

学科/専攻：

（フリガナ）

氏

名：

ローマ字：

※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。

※パスポートのスペル（未取得者は申請予定のスペル）

性

別：

男 ・

女

生年月日：(西暦)
国

籍：

住

所： 〒

E-mai：
l

年

月

日

＜旅行企画・実施／問合せ先＞

株式会社エスティーエートラベル

ワールドプラザ池袋本社

-

観光庁長官登録旅行業937号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-40-13
池袋デュープレックスビズ 12F
TEL:03-5391-2922 / FAX:03-5391-2273
E-mail: wp@statravel.co.jp

（携帯）
（パソコン）

@toyo.jp

電話(携帯)：

TOEIC

点 / その他（

）

点・級

※スコア証明書等を併せてお送りください。

アレルギーの有無： 有 ・ 無 （対象：

）

担当：野村

総合旅行業務取扱管理者：大山 修

＊総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

l ml-internship@toyo.jp
本プログラムは、東洋大学国際教育センターと㈱エスティーエートラベルが共同で企画し、運営するものです。[国際教育センター連絡先]TEL：03-3945-8794 / E-mai：

ဢఱ࣭ڠष֗ޗΓϋΗȜȁĳıĳıාഽܬذ٬ٸδρϋΞͻͺίυΈρθ
ဢఱ࣭ڠष֗ޗΓϋΗȜȁĳ
ĳıĳıාഽܬذ٬ٸδρϋΞͻͺίυΈρθ

ΘȆΨϋ·ȜΨȜȁဘ֗ޗδρϋΞͻͺ
ਯ͙̳̞࣭̱͂̀͞૽͈ܨΘȆΨϋ·ȜΨȜ͈࡛֗ޗા͈́δρϋΞͻͺ
ਯ͙̳̞࣭̱͂̀͞૽͈ܨΘȆΨϋ·ȜΨ
ΨȜ͈
͈࡛֗ޗા͈́δρϋΞͻͺ
ঊ͈̻̹͂ރၠ͞୶͈͂ηνΣΉȜΏοΰࢊםႁ͜ͺΛί
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ボランティアイメージ

プログラム内容
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スケジュール

4週間コース 2週間コース
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16:00〜17:00

日本発、空路バンクーバーへ

09:00〜10:00

到着後、現地係員と待ち合わせ
ホームステイ先へ
（車中でオリエンテーション）

09:00〜18:00

オリエンテーション (約3時間)
+幼稚園視察または活動実施
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月曜日〜金曜日 09:00〜18:00 (1日8時間目安)
各実習先にてボランティア活動実施

ᵔӸ

（実習先により、開始時間や活動時間が異なる場合があります）
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土・日曜日・祝日（9月7日） 終日自由
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現地係員が空港へご案内
13:00〜14:00 バンクーバー発、空路日本へ
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15:00〜16:00
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日本到着

※天候や現地事情により、
日程が変更となる場合があります。
※上記フライトはエアカナダ・成田発着便利用の例です。利用航空会社・利用便によって、
出発・到着時間が異なります。
また乗り継ぎ便利用となる場合もございます。
成田空港の代わりに羽田空港利用となる場合、
また往復で利用空港が異なる場合が
あります。

●利用予定航空会社：エアカナダ・日本航空・デルタ航空・ユナイテッド航空
アメリカン航空・全日空・大韓航空
上記いずれかの航空会社 (エコノミークラス)
●添乗員：同行しません。現地サポートスタッフが対応します。
●研修実施：カナダ・バンクーバー近郊の私立幼稚園、チャイルドケアセンター

費用に含まれるもの

◆東京（成田・羽田）〜バンクーバー間の往復航空運賃（エコノミークラス）
◆燃油サーチャージ ◆現地空港諸税 ◆現地日本語サポート
◆日程表に明示された送迎費用 ◆幼稚園やチャイルドケアセンターでのボランティア費用
◆ホームステイ滞在費用（3食付き/現地到着日および現地出発日を除く）
◆初日のオリエンテーション後、スタッフ同行案内 ◆選考及びマッチング手数料
◆カナダeTA(電子渡航認証）取得費用

費用に含まれないもの

◆日本の空港施設使用料(成田：2,660円 /羽田：2,570円) ◆国際観光旅客税(1,000円)
◆自宅〜成田・羽田空港間の交通費 ◆ホームステイ滞在中の交通費
◆個人的性質の出費(お小遣い、電話代、切手代、
クリーニング代等)
◆現地での個人的な観光などにかかる費用 ◆パスポート取得費用 ◆超過手荷物料金
◆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。）
◆アメリカESTA取得費用（実費$14+当社手数料3,300円）※アメリカ経由便利用時のみ
◆緊急時の対応にかかった経費（車代、通訳費用など）

ᢅӊ↝Ӌьᎍ⇙∇∙⇮‚৷ቦ‛
●指示を待つのではなく、
自分から聞きに行く姿勢が重要。子供達の名前を覚えて呼んであげると喜ばれた。
●日本食を作ってほしいと頼まれ焼きそばを作ったところ、子供たちがとても喜んでくれた。
率先して皿洗いや掃除をして、先生方からの信頼を得た。
●日本の文化を紹介しようと思い、折り紙などを用意した。持参した紙風船は子供たちに好評だった。
●積極的に話しかけることを自分の課題としてボランティアに臨んだ。ボランティア先では、
自分から積極的に挨拶をしたことで、保護者の方々とも会話ができ、休憩中やボランティア中も
先生と週末のことなどを話すことができた。物怖じしない前向きな力が身についた。
ボランティアイメージ

★「留学レポート」にて、
さらに参加者の体験談を見る事が出来ます！
URL：https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/ →

⇽∓⇖∏∆ဎᡂ૾ඥ
まずは下記問合せ先までお電話ください。その後、
「申込書」、
「志望理由書」および「スコア証明書」をFAXかメールにて(PDF、写メールでも可)お送りください。
志望理由書は、国際教育センターホームページよりダウンロードできます。
【国際教育センターホームページ】URL：http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
※申込前に上記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」を必ずご確認ください。
申込確認後、当社から一次書類をお送りします。書類を受領しましたら6月5日(金)までに申込金50,000円をお振込みください。
※持病等をお持ちの方はプログラム申込みをする際に、弊社と国際教育センターに必ず申し出てください。
場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い合わせください。
※海外旅行保険料、J-TAS危機管理サービス料につきまして、参加者は全員大学指定の保険・サービスへの加入が必要です。詳細は後日ご案内いたします。
※プログラムを申込んだ2週間以内にパスポートを申請・受領してください。

ᄂ̲ᝲဇૅ૾ඥ
申込金着金確認後、当社より正規申込書面・旅行条件書・プログラム費用残金請求書を送付いたします。
8月16日(日)出発：6月26日(金)まで／8月30日(日)出発：7月10日(金)までに残金をお支払いください。
またプログラム実施前に最終確定書面を送付します。
ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
※旅行契約の成立：本研修旅行は株式会社エスティーエートラベルが行うもので、参加される方は当社と募集型企画旅行契約を結んでいただきます。
申込書、申込金の受理と当社の承諾（資格確認）
を持って成立するものとし、成立日は当社が旅行申込書を受理し、承認を行った日とします。
※個人情報について：申込者と旅行業者は、旅行申込時に申込書に記入された参加者の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど）を、
参加者との間の連絡、旅行における運送・宿泊・現地受入機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用します。
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで

研修費用の10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日まで

研修費用の20％

旅行開始日の前々日〜当日

研修費用の50％

旅行開始後及び無連絡不参加

研修費用の100％

バンクーバーイメージ

申込書に記入の上、志望理由書と一緒に、下記問合せ先までメールまたはFAXにて
お送りください。

⇽∓⇖∏∆ᄂ̲ଐૠ↗᧓ૠ
①4週間コース

希望コース： ①4週間コース ②2週間Aコース ③2週間Bコース

◆現地研修日数：28日間
◆研修総時間数：153時間
【内訳】
＊ボランティア実活動時間数：149時間
＊その他の学修活動時間数：4時間
◆事前・事後研修時間数(国内)：10時間

学籍番号：

②・③2週間A/Bコース

東洋大学

バンクーバー幼児教育ボランティア申込書

＊希望コースに○を付けてください。

学年：

学部/研究科：

◆現地研修日数：A/Bコース 14日間
◆研修総時間数：Aコース 81時間 / Bコース 73時間
【内訳】
＊ボランティア実活動時間数：
Aコース 77時間 / Bコース 69時間
＊その他の学修活動時間数：A/Bコース 4時間
◆事前・事後研修時間数（国内）：10時間

学科/専攻：

（フリガナ）

氏

名：

ローマ字：

※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。
※研修日がカナダの祝日にあたる場合、研修はお休みとなります。
→当プログラム期間中の祝日：9月7日(月) *2020年3月時点で決定している祝日

※パスポートのスペル（未取得者は申請予定のスペル）

性

別：

男 ・

女

生年月日：(西暦)
国

籍：

住

所： 〒

E-mai：
l

年

月

日

＜旅行企画・実施／問合せ先＞

株式会社エスティーエートラベル

ワールドプラザ池袋本社

-

観光庁長官登録旅行業937号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-40-13
池袋デュープレックスビズ 12F
TEL:03-5391-2922 / FAX:03-5391-2273
E-mail: wp@statravel.co.jp

（携帯）
（パソコン）

@toyo.jp

電話(携帯)：

TOEIC

点 / その他（

）

点・級

※スコア証明書等を併せてお送りください。

アレルギーの有無： 有 ・ 無 （対象：

）

担当：野村

総合旅行業務取扱管理者：大山 修

＊総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

l ml-internship@toyo.jp
本プログラムは、東洋大学国際教育センターと㈱エスティーエートラベルが共同で企画し、運営するものです。[国際教育センター連絡先]TEL：03-3945-8794 / E-mai：
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現在、世界的に注目されているASEAN。
その中でも特に経済の中心的役割を成しているシンガポール。
そのシンガポールにある日系企業で本格的なインターンシップを体験！経済学や経営学を学んでいて、
アジアに興味のある方に向いているプログラムです。

プログラム内容
参加者と現地企業社員の方

企業経営方法の基礎を実践的に学び、体験できるプログラムです。光洋機械
産業株式会社の全面協力のもと、
シンガポール現地法人（KYC ASIA)にて、法
律・財務・税制を学び、
さらには企業の強みを活かして経営戦略の立案など、
多角的に学ぶことが出来る本格的なインターンシップです。
【 光洋機械産業株式会社からのコメント 】
アジアへの展開を積極的に進める産業機械メーカーです。
私どもは、
グローバルな活躍を目指す東洋大学の皆さんを
インターンシッププログラムで積極的に支援していきます。

บᑋ᧓

スケジュール
11:00〜12:00
1日目
ẅ（8/30・日） 17:00〜18:00
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日本発、空路シンガポールへ
到着後、現地係員が滞在先へご案内
(ホテル)

午前：オリエンテーション（シンガポールでの生活について）
2日目
午後：オリエンテーション（インターンシップについて）
（8/31・月）
(ホテル)

3日目
（9/1・火）
↓
13日目
（9/11・金）

インターンシップ活動実施
月曜日〜金曜日 09:00〜17:30（1時間休憩あり、実質7.5時間）
活動内容（一例）
・シンガポールやASEANの経済について
・弁護士事務所、会計事務所訪問
・企業訪問
・安全プログラム、事業計画のプランニングについて
・プレゼンテーション

土・日曜日 終日自由
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(ホテル)

各自空港へ移動、チェックイン
14日目
09:00〜10:00 シンガポール発、空路日本へ
（9/12・土）
17:00〜18:00 日本到着
※天候や現地事情により、
日程が変更となる場合があります。
※上記フライトはシンガポール航空・成田発着便利用の例です。利用航空会社・利用便に
よって、出発・到着時間が異なります。また乗継便利用となる場合もございます。
成田空港の代わりに羽田空港となる場合、または往復で利用空港が異なる場合が
ございます。利用フライトによっては最終日(14日目)の夜にシンガポールを出発
し(機中泊)、翌朝日本に到着する場合があります。その場合、旅行期間は15日間
になります。
● 利 用 予 定 航 空 会 社：シンガポール航空、全日空、
日本航空、大韓航空、
キャセイパシ
フィック航空、
タイ国際航空 のいずれか（エコノミークラス）
●添乗員：同行しません。現地企業日本人スタッフがサポートいたします。
●宿泊：Wilby Central、Hotel Royal at Queens、V Hotel Bencoolen、
Grand Paciﬁc、Oxford Hotel等（朝食付き・同性参加者と2名1室利用）
●研修実施：KYC ASIA
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費用に含まれるもの

◆東京（成田・羽田）〜シンガポール間の往復航空運賃（エコノミークラス）◆燃油サーチャージ
◆現地空港諸税 ◆現地日本語サポート ◆日程表に明示された送迎費用
◆選考及びマッチング手数料 ◆ホテル滞在費（朝食付き）

費用に含まれないもの

◆日本の空港施設使用料(成田：2,660円 /羽田：2,610円) ◆国際観光旅客税(1,000円)
◆自宅〜成田・羽田空港間の交通費 ◆インターンシップ受入費用 ◆昼食・夕食代
◆インターンシップ中の交通費 ◆帰国時のホテルから空港までの移動費
◆個人的性質の出費(お小遣い、電話代、切手代、
クリーニング代など)
◆現地での個人的な観光などにかかる費用 ◆パスポート取得費用 ◆超過手荷物料金
◆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。)

シンガポールイメージ

ᢅӊ↝Ӌьᎍ⇙∇∙⇮≝৷ቦ
●企業の方から現場での実践的な知識を得られ、大学で学んでいることと繋がる瞬間が嬉しかった。
●企業経営 (投資、法律、税制) など、実際に携わっている方から直接伺うことが出来、また、地域経済との連携、
関係性を垣間見ることができた。
●学んで実践したことをプレゼンする機会もあり、準備は大変だったが、だからこそ自分にとって貴重な経験に
なったと思う。また、ASEANへの興味がとても強くなった。
●就活に向けて考えるとき、企業をどういった観点で見ていけば良いか分かるようになってきたと思う。
★「留学レポート」にて、
さらに参加者の体験談を見る事が出来ます！
URL：https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/ →

▲ インターンシップ先の様子
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まずは下記問合せ先までお電話ください。その後、
「申込書」、
「志望理由書」および「スコア証明書」をFAXかメールにて(PDF、写メールでも可)お送りください。
志望理由書は、国際教育センターホームページよりダウンロードできます。
【国際教育センターホームページ】URL：http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/internship/
※申込前に上記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」
を必ずご確認ください。
申込確認後、当社から一次書類をお送りします。書類を受領しましたら、6月5日(金)までに申込金50,000円をお振込みください。
※持病等をお持ちの方はプログラム申込みをする際に、弊社と国際教育センターに必ず申し出てください。
場合によっては医師からの英文診断書を提出いただく必要がございますので、詳細は国際教育センターにお問い合わせください。
※海外旅行保険料、J-TAS危機管理サービス料につきまして、参加者は全員大学指定の保険・サービスへの加入が必要です。詳細は後日ご案内いたします。
※参加確定後、2週間以内にパスポートを申請・受領してください。
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申込金着金確認後、当社より正規申込書面・旅行条件書・プログラム費用残金請求書を送付いたします。7月10日(金)までに残金をお支払いください。
またプログラム実施前に最終確定書面を送付します。
ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
※旅行契約の成立：本研修旅行は株式会社エスティーエートラベルが行うもので、参加される方は当社と募集型企画旅行契約を結んでいただきます。
申込書、申込金の受理と当社の承諾（資格確認）を持って成立するものとし、成立日は当社が旅行申込書を受理し、承認を行った日とします。
※個人情報について：申込者と旅行業者は、旅行申込時に申込書に記入された参加者の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど）を、
参加者との間の連絡、旅行における運送・宿泊・現地受入機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用します。
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで

研修費用の10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日まで

研修費用の20％

旅行開始日の前々日〜当日

研修費用の50％

旅行開始後及び無連絡不参加

研修費用の100％

申込書に記入の上、志望理由書と一緒に、下記問合せ先までメールまたはFAXにて
お送りください。

東洋大学 シンガポール企業インターンシップ申込書
学籍番号：
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学年：

学部/研究科：

◆現地研修日数：10日間
◆研修総時間数：75時間
◆事前・事後研修時間数（国内）
：10時間
◆出発前レクチャー（国内）
：5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。

学科/専攻：

（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）

性

別：

男 ・

女

生年月日：(西暦)
国

籍：

住

所： 〒

E-mai：
l

年

月

日

＜旅行企画・実施／問合せ先＞

株式会社エスティーエートラベル

ワールドプラザ池袋本社

-

観光庁長官登録旅行業937号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-40-13
池袋デュープレックスビズ 12F
TEL:03-5391-2922 / FAX:03-5391-2273
E-mail: wp@statravel.co.jp

（携帯）
（パソコン）

@toyo.jp

電話(携帯)：

TOEIC

シンガポールイメージ

点 / その他（

）

点・級

※スコア証明書等を併せてお送りください。

アレルギーの有無： 有 ・ 無 （対象：

）

担当：野村

総合旅行業務取扱管理者：大山 修

＊総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

本プログラムは、東洋大学国際教育センターと㈱エスティーエートラベルが共同で企画し、運営するものです。[国際教育センター連絡先]TEL：03-3945-8794 / E-mai：
l ml-internship@toyo.jp

