東洋大学

世界各国を繋ぐ『オンライン事前講座』＋『リアル体験』企業インターンが一緒になったハイブリッド型プログラム

グローバル・キャリア
インターン研修

in ベトナム・ホーチミン

研修期間：2022年

8月7日
（日）
〜9月10日
（土）合計32日間
8月7日(日)〜8月8日(月) オンライン事前講座研修：2日間

※8月9日(火)〜11日(木)は研修ありません。
渡航前予備日となります。

8月12日(金)〜9月10日(土) 渡航期間：30日間
※8月13日(土)〜9月8日(木)現地研修：27日間

①オンライン事前講座
（オンライン/2日間）

②企業インターン研修
（リアル体験/4週間）

［期間］8月7日（日）
・8日（月）

［渡航期間］8月12日（金）出発〜9月10日（土）帰着

IT技術を利用し自宅で世界中から発信されるグローバル・ビジネス・コンテ
ンツを受講。
現地情報、
学生フォーラムはや海外在住日本人ビジネス・パーソ
ン達とのキャリア懇親会、
研修心構えなどを渡航前に十二分に予習。

新入社員同様の仕事から多くのことを学び、
厳しさの中で成長を体験できる
インターンシップ。仕事内容は、
オフィスワーク・企画書作成・営業同行など
幅広く経験できます。
海外での働き方・ベトナム人との協働を学びます。

プログラム詳細

①オンライン事前講座（オンライン／渡航前／2日間）

★グローバル・リーダーフォーラム（日本語）

海外展開する日系企業に勤務する方から、
グローバル業務最前線をお伺いします。

★世界の大学生との学生フォーラム（英語）

世界各地からの学生達とディスカッションし働く・暮らす・生きる、
を考えます。

★社会人を招いてキャリア・フォーラム(日本語)

世界に散らばる若手日本人ビジネスパーソンから海外就職や生活について学びます。

★研修振り返りまとめ＆決意表明(日本語または英語）
自分なりのグロ―バル人材像や、
研修に対しての意気込みを表明します。

写真はイメージです

②企業インターン研修（リアル体験／渡航後／４週間）
マッチング方法
ベトナム企業、多国籍企業、日系企業」などがあり、
面談時にご相談させていただきます。

ヒアリング

軸の設定

●希望申請書
●個別面談

●業界
●働き方(営業・接客など)

志望業界、もしくは働き方（人と会って営業したい、
マーケティングをしてみたいなど）の軸を希望申請書
と個別面談で伺いながら約50社よりマッチングしま
す。希望がはっきりしていなくても面談でフォローし
ますので安心してください。

業 界
旅行

旅行代理店、
旅行会社、
研修プログラムの企画会社など

教育

日本語学校、
学習塾、
幼稚園

不動産
コンサルティング
人材
I T
広告メディア
小売

申込方法

企業例

不動産仲介会社
レンタルオフィス運営、
ベトナム法務、
労務調査、
会計、
ローカル視察サポート、
市場調査
人材紹介会社
I Tコンサルティング、
I T開発、
I T営業
生活情報誌出版社など
DIY商品を中心としたホームセンター

https://forms.gle/p31rvMuMPM4CyjQH8
〔 研修企画・運営会社 〕ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社
【住所】
〒600 - 8491 京都市下京区鶏鉾町 493ムーンバットビル 7F
［電話］0120 - 932-42【お問い合わせ】info@lighthouse-ce.com

研修の
申込みは
左記QRコード
から

※ご注意 : 本プログラムは渡航プログラムです。新型コロナウイルスの影響により実施（渡航）
できるかの可否は本学のガイドラインに沿って決定いたします。ガイドラインにより実施不可となった場合に生じるキャンセル料等は自己負担となります。

東洋大学

グローバル・キャリア インターン研修 in ベトナム・ホーチミン
申込み
について

2022年8月7日（日）
〜9月10日（土）合計32日間

お申込者には業界や働き方、英語力などを明確にする為に『希望申請書』を提出頂き、必ずLCEスタッフ
との事前面談を行います。

▶体験したい内容から考える

▶働きたい環境から考える

営業、事務、人とのコミュニケーションなど、体験してみたい職種や体験か
らお選びいただけます。この場合は、業界よりも体験内容を重視して企業
を決定していきます。
（最終採用判断は受入れ企業によって行われます）

自分の興味がある業界からお選びいただけます。この場合は、仕事内容が
何であってもその業界での体験を重視して企業を選択します。
（最終採用
判断は受入れ企業によって行われます）

日付

オンライン事前講座／2日間／スケジュール

曜日

＊Zoomなどの遠隔会議システムを使用して
コンテンツを配信＆受講します。

受講場所

【ビジネス研修1日目】＊開催時間 11:00-15:30
（休憩含む）
❶学生アイスブレーク
（目標設定）
50分／日本語
『学生アイスブレーク』
参加学生同士でディスカッションを行い、
参加意欲向上や研修での目標設定などを行います。
8月7日

日

❷グローバルリーダー・フォーラム90分／日本語
『基調講演＆メッセージ』
･･･海外展開する日系グローバル企業に勤務する方をお招きし現場最前線についてお話をうかがいます。
『Q&Aセッション』
･･･
『グローバル』
『働く』
『暮らす』
をテーマに質疑応答形式で更に深くお話をうかがいます。

ONLINE
ご自宅または
実施大学教室

❸キャリアフォーラム 100分／日本語
世界各地(豪州、
米国、
カナダ、
インド、
台湾など)在住の若手日本人ビジネスパーソンの方々をお迎えします。
『ブース訪問型座談会』
･･･ブレイクアウト機能を活用し、
海外就活や生活などについて少人数で濃密にお話をうかがうことが出来ます。

（休憩含む）
【ビジネス研修2日目】＊開催時間 11:00-15:30
❹学生フォーラム 120分／英語
世界各地(豪州、
米国、
カナダ、
インド、
台湾など)からの同世代の学生達が一堂に会しキャリア観育成プログラムを実施します。
価値観は国や政治体制、
経済状況などによって様々ですが、
同世代の学生としてディスカッション
（働く・暮らす・生きる）
などを考えます。
8月8日

月

❺研修振返りまとめ
（決意表明）
60分／日本語／決意表明などの発表は英語で行って頂いても良いです。
オンライン事前講座で学んだことを、
小グループでディスカッションし振り返りを行います。
また各自から参加に対しての決意表明をして頂きます。

ONLINE
ご自宅または
実施大学教室

❻プログラムオリエンテーション 60分
『ベトナム概要
（歴史・文化・経済・日系ビジネスの進出状況について等）
』
LCEスタッフがレクチャー。
『ベトナムでのインターン・生活について』研修開始に向けて大切な注意事項や事前準備事項などをご案内。

企業インターン研修／４週間／スケジュール

食事/宿泊

日付

曜日

8月12日

金

午後：日本国際空港発
深夜：ベトナム現地国際空港着／送迎車にて、
ホテルまでご案内

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8月13日

土

【現地オリエンテーション】通勤方法や宿泊での注意事項などをお伝えします。
日中：

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8月14日

日

終日：
【自由行動日】
この日のうちに長旅の疲れを癒し、
周辺環境・通勤方法を各自で確認しておいて下さい。

朝：◯
昼：ー
夕：ー

8月15日

月

8月16日
〜
9月8日

火
〜
木

9月9日
9月10日

【企業実習】４週間
（月〜金×4週=20日）

朝：◯
昼：ー
夕：ー

企業実習の開始日になります。
各自にて実習先まで移動します。
実習先ご担当者様に挨拶を済ませ、
そのまま実習を開始します。
【企業実習】
各自にて通勤しながら、
現地企業にて実習を行います。
土・日・祝日に関しては、
基本的にお休みになります。
＊業種によっては、
ローテーションとなる場合があります。

朝：◯
昼：ー
夕：ー

金

フライトの出発時刻に合わせてお迎えに上がります。
その後、
空港へ移動します。
深夜：ベトナム現地国際空港発

朝：◯
昼：ー
夕：ー

土

午前：日本国際空港着
＊写真はイメージです。

プログラム費用

お一人様／252,000円

※航空券費用等は別途。※滞在・移動費用、為替が大きく変動した場合、変更の可能性があります。

★ご滞在：ボンセンホテル宿泊（同等クラス2人部屋）朝食付き 28泊

費用に含まれるもの
［オンライン事前講座］
コンテンツ提供、
登壇ゲスト、
ファシリテート全般。
［企業インターン研修］
現地コーディネート費用全般、
ホテル宿泊費
（朝食含む）
、
滞在中のサポート、
ベトナム・ホーチミン国際空港からステイ先までの往復送迎

参加条件

TOEIC L&R 550点程度

募集人数

10名（最少催行人数2名）

費用に含まれないもの
オンライン事前講座］
通信設備・通信費
［企業インターン研修］
日本国内移動費、
日本／ベトナム間国際線航空運賃、
航空券に付随する各種費用、
通勤等交通費・VISA
取得費用、
海外旅行者保険、
PCR検査等渡航必要書類費、
滞在中の昼・夕食費、
現地隔離施設費用、
COVID-19検査・陰性証取得費

グローバル・キャリアインターン研修
2022年

8月7日（日）
〜9月10日（土）合計32日間

in ベトナム・ホーチミン

応募条件
●TOEIC L＆R 550点程度以上
●全体事前研修会（7月2日㊏予定、7月29日㊏予定の両日）ならびに、研修成果報告会（10月29日㊏予定）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事
●IDI（異文化適応調査）」を受験すること（事前・事後研修会で実施）
●研修報告書を提出すること

申込期間

奨学金・単位認定
●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。

プログラム申込期間につきましては、
決定次第東洋大学のHPにて公開します。

●東洋大学海外留学推進奨学金「チャレンジ型」対象（給与型）
奨学金学、7万円〜30万円（語学試験のスコアにより給与額は変わります。）
［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。）
▲上記QR

往復航空券について
●株式会社STAトラベルが航空券手配予定

●東京（成田）〜ホーチミン航空運賃（エコノミークラス）

航空券費用
●航空運賃／￥39,000円〜予定（2022年４月１日現在／混雑状況により運賃が変動する場合があります）
・日本航空（JAL）便利用予定
・航空運賃は参加人数によって異なり、参加人数が決定後確定します。
（他校との合同実施となります）
・航空運賃以外に、空港施設使用料（成田空港の場合￥2,610、羽田空港の場合￥2,570）
・
その他諸費用（￥4,240）、国際観光旅客税（￥1,000）、ベトナム空港諸税（￥2,640）、
燃油サーチャージ(￥10,000：22年3月31日現在／為替レートや原油価格等により変動する可能性があります。
) 、航空保険料￥1,000。
・ベトナムビザ登録料、渡航前と帰国前PCR検査費用など、海外渡航に必要な手続き費用
●航空券キャンセル費用（取消料）
・45-36日前：11,000円
・35-3日前：30,000円
・前々日・前日：39,000円
・当日：諸税等を含む航空券費用全額

※取消のご連絡は営業時間内にお願い致します。
（日本時間10：00〜15：00）
※営業時間外、土曜日・日曜日・祝日は取消手続きが行えませんのでご注意下さい。
※メール返信をもって受付完了とさせていただきます。メールエラーの場合もあります
ので、返信が来ない場合、また、費用変更の直前の場合、LCE/0120-932-421にお電話
でお知らせ下さい。

研修スケジュールの変更について
・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。
・上記フライトは日本航空(JAL)・成田発着の直行便利用の例です。
【現地プログラムについて】
・利用航空会社・利用便によって、出発・到着時間が異なり、乗り継ぎ便利用となる場合もあります。
詳しくは P.1〜P.2 をご覧ください。
・発着は羽田空港または成田空港利用となる場合、また往復便でそれぞれの利用空港が異なる場合があります。
●現地費用キャンセル費用（※航空運賃とは別の規約となります。）
・研修開始日の前日から起算して30日前から〜3 日前まで：旅行代金の20％
・研修開始日の前日から起算して前々日以降：旅行代金の50％
・研修開始後または無連絡不参加：旅行代金の100％

※取消のご連絡は営業時間内にお願い致します。
（日本時間10：00〜15：00）
※営業時間外、土曜日・日曜日・祝日は取消手続きが行えませんのでご注意下さい。
※メール返信をもって受付完了とさせていただきます。メールエラーの場合もあります
ので、返信が来ない場合、また、費用変更の直前の場合、LCE/0120-932-421にお電話
でお知らせ下さい。

その他
・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。）

支払締切り
・2022年6月17日（金）

研修費用支払い方法
・お申し込み後に各取り扱い会社より請求させて頂きます。

