
東洋大学国際教育センター　2017年度春季海外インターンシップ・ボランティアプログラム

カナダ・バンクーバー
（ブリティッシュ・コロンビア州）

・TOEIC L＆R 550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］　11月27日（月）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。スタッフの一員として働
きながら、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。

※使用言語：英語・日本語

渡航期間：
2/18（日）～3/13（火）24日間
現地研修期間：
2/18（日）～3/12（月）23日間

92時間 70時間 ホームステイ 1名 \498,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

11/17（金） ㈱ｴｽ･ﾃｨｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ

ニュージーランド・オークランド

・TOEIC L＆R 550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］　11月27日（月）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。スタッフの一員として働
きながら、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。

※使用言語：英語・日本語

渡航期間：
2/17（土）～3/13（火）25日間
現地研修期間：
2/18（日）～3/12（月）23日間

92時間 70時間 ホームステイ 1名 \498,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

11/17（金） ㈱ｴｽ･ﾃｨｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ

2
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～

ビジネス研修
＋

インターンシップ

USA・ロサンゼルス
（カリフォルニア州）

・TOEIC L&R 550点程度以上
・申込順に参加決定
・別途インターンシップ先企業選定のた
めの面談実施

企業見学やフォーラム、セミナーにおいて、現地で活躍する社会人や学生と
の交流により世界の現状を学ぶ4日間の「ビジネス研修」の後、「企業実習」
としてアメリカロサンゼルス近郊の日系企業にて事務作業やク ライアント訪
問同行などの実際の業務を経験するインターンシップ。

※使用言語：「企業実習」における社内使用言語は主に日本語
　　　　　　  　　英語使用頻度は、参加者の英語能力や志望業界に
　　　　　　　　  よって異なる。

渡航期間：
2/7（水）～3/4（日）26日間
現地研修期間：
2/8（木）～3/2（金）23日間

136時間 104時間

ホテル（4泊）
および
ホームステイ
（20泊）

5名
（最少催行人数1名）

\440,000
航空運賃別途

11/3（金）
ﾗｲﾄﾊｳｽ･
ｷｬﾘｱｴﾝｶﾚｯｼﾞ㈱

3 USA・LA“アシスタントティーチャー”ボランティア ボランティア
USA・ロサンゼルス
（カリフォルニア州）

・TOEIC L&R 550点程度以上
・申込順に参加決定

ロサンゼルス郊外の現地幼稚園・小学校にて、アシスタントティーチャーの
一員として、英語教育の現場で活動を行うボランティア（カリフォルニア州で
は、キンダーガーデン（5歳児クラス）と小学校1～5年生が同じ敷地内で学習
している）。授業の準備や教材の作成、宿題の採点、休み時間の監督など、
担任の先生のサポートを行いながら幅広い業務を経験する。

※使用言語：英語

渡航期間：
2/3（土）～2/25（日）　23日間
現地研修期間：
2/3（土）～2/23（金）　21日間

80時間以上
（配属学年により異なる）

78時間以上
（配属学年により異なる）

ホームステイ 5名
（最少催行人数1名）

\320,000
航空運賃別途

11/10（金）
ﾗｲﾄﾊｳｽ･
ｷｬﾘｱｴﾝｶﾚｯｼﾞ㈱

4 USA・シアトル　インターンシップ 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 L&R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］　11月24日（金）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、現地日系団体やホームレスの
社会復帰を支援するNPO団体、老人福祉施設などでインターンシップを行う
プログラム。インターンシップの内容は、オフィスワークに加え、企業独自の
事業活動やイベントのサポート等、多岐に亘る。

※使用言語：英語、日本語
　　　　　 　　　参加者の英語能力に応じて、活動内容と英語の使用頻度が
　　　　　　　　 異なる。

渡航期間：
2/22（木）～3/16（金）23日間
現地研修期間：
2/22（木）～3/14（水）21日間

85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 12名

（最少催行人数1名）
\410,000
航空運賃含む

11/17（金） 日新航空サービス㈱

5 USA・サンディエゴ　ボランティア研修

語学学校
（オープンクラス）

＋
ボランティア

USA・サンディエゴ
（カリフォルニア州）

・TOEIC L&R 点数基準なし
・申込順に参加決定

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、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。語学学校では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学習する。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への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、多岐に亘る。

※使用言語：英語

渡航期間：
2/10（土）～3/11（日）30日間
現地研修期間：
2/10（土）～3/9（金）28日間

90.5時間 43時間 ホームステイ 10名
（最少催行人数2名）

\528,000
航空運賃含む

11/24（金） 日新航空サービス㈱

6 USA・ポートランド　ボランティア研修

語学学校
（本学専用クラス）

＋
ボランティア

ＵＳＡ・ポートランド
（オレゴン州）

・TOEIC L&R点数基準なし
　語学学校：本学専用クラス
　　　　（TOEIC L&R 400～550点レベル）
・申込順に参加決定

本学協定校のポートランド州立大学付属語学学校で英語を学びながら、近
郊の非営利団体等でボランティア活動を行うプログラム。語学教育に定評が
ある同学校にて英語学習やフィールドワークを行うとともに、同大学のボラン
ティア活動について学び、シニアセンターへの訪問やホームレスの方への食
事配給、植樹活動など異なるボランティア先で幅広く活動する。また、ボラン
ティア活動やフィールドワークでは同大学の学生とともに活動を行う。

※使用言語：英語

渡航期間：
2/16（金）～3/16（金）29日間
現地研修期間：
2/16（金）～3/14（水）27日間

100.5時間 32.5時間 ホームステイ 20名
（最少催行人数10名）

＜10～15名参加の場合＞

\524,000
航空運賃含む

＜16～20名参加の場合＞

\494,000
航空運賃含む

11/24（金） 日新航空サービス㈱

1

取扱企業

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～

語学学校
（オープンクラス）

＋
インターンシップ

研修形態 募集人数 参加費 申込締切日期間
　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

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№ プログラム名 国・地域 参加条件 プログラム内容

 

  ◎プログラム共通参加決定条件：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】 2017年12月16日（土）、2018年1月12日（金）  白山キャンパス 

    【研修成果報告会】 2018年3月29日（木）  白山キャンパス 

   ・この他に、定められたコース別の事前・事後研修に参加し、報告書を提出すること（日程は後日決定） 

 

  ★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 （学部・学科により取り扱いが異なります） 



取扱企業研修形態 募集人数 参加費 申込締切日期間
　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

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№ プログラム名 国・地域 参加条件 プログラム内容

7
！NEW！
フィリピン農村発 起業家育成インターンシップ

講義・
ワークショップ

＋
インターンシップ

フィリピン・ブラカン
・TOEIC L&R 500点程度以上
・申込順に参加決定

フィリピン最大のNPO団体であるGK Enchanted Farmにてインターンシップを
行うプログラム。同団体は貧困問題の解決に取り組み、社会起業家を育成
する活動をフィリピン広域で行っており、施設内には学校やホテル、農場な
どを有している。研修では、貧困などの社会問題や起業・ビジネス活動を学
ぶと同時に、同学校で学ぶフィリピン人学生やフランスからの研修生ととも
に、農場で製作や収穫、アイディア提案などのインターンシップ活動も行う。

※使用言語：英語

渡航期間：
2/17（土）～3/17（土）29日間
現地研修期間：
2/19（月）～3/16（金）26日間

166.5時間 48時間 寮
（2人1部屋）

14名
（最少催行人数10名）

\313,000
航空運賃含む

12/1（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

＜2週間Aコース＞
渡航期間：
2/17 (土)～3/4 (日)　16日間
（利用する航空便により復路4日シドニー発、翌
日日本着の17日間の行程となる場合あり）

現地研修期間：
2/18 (日)～3/3 (土)　14日間

＜2週間Bコース＞
渡航期間：
3/3 (土)～3/18 (日)　16日間
（利用する航空便により復路18日シドニー発、
翌日日本着の17日間の行程となる場合あり）

現地研修期間：
3/4 (日)～3/17 (土)　14日間

71時間 70時間 ホームステイ

＜2週間Aコース＞

\364,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

＜2週間Bコース＞

\358,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

12/1（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

＜4週間コース＞
渡航期間：
2/17 (土)～3/18 (日)　30日間
（利用する航空便により復路18日シドニー発、
翌日日本着の31日間の行程となる場合あり）

現地研修期間：
2/18 (日)～3/17 (土)　28日間

141時間 140時間 ホームステイ \444,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

12/1（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

＜2週間Aコース＞
渡航期間：
2/18 (日)～3/5 (月)　16日間
現地研修期間：
2/18 (日)～3/3 (土)　14日間

＜2週間Bコース＞
渡航期間：
3/4 (日)～3/19 (月)　16日間
現地研修期間：
3/4 (日)～3/17 (土)　14日間

71時間 70時間 ホームステイ \318,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

12/1（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

＜4週間コース＞
渡航期間：
2/18 (日)～3/19 (月)　30日間
現地研修期間：
2/18 (日)～3/17 (土)　28日間

141時間 140時間 ホームステイ \388,000
航空運賃・燃油サーチャージ含む

12/1（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

※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。 現地研修総時間数ならびにインターンシップ・ボランティア実活動時間数は、現地の状況により変更となる場合があります。

募集人数：　78名

東洋大学国際教育センター

幼稚園施設やチャイルドケアセンターで、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。ボランティア活動は全て英語で行う。

※使用言語：英語

オーストラリア・シドニー
幼児教育ボランティア

ボランティア オーストラリア・シドニー
（ニュー･サウス･ウェールズ州）

・TOEIC L&R 500点程度以上
・申込順に参加決定

幼稚園施設やチャイルドケアセンターで、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。ボランティア活動は全て英語で行う。

※使用言語：英語

8

9
カナダ・バンクーバー
幼児教育ボランティア

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）

・TOEIC L&R 500点程度以上
・申込順に参加決定

6名
（最少催行人数1名）
コースごとの人数制限な
し

4名
（最少催行人数1名）
コースごとの人数制限な
し


