
2015年度 春季GCC海外インターンシップ・ボランティアプログラム

　　　　　　　　

№ 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 申込締切

申込み先
（取扱企業）

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
③カナダ・バンクーバー
のいずれかを選択

・TOEIC550点程度以上
・参加申込後GCCによる選考面接により、
　参加者を決定する
　（11/12（木）　12：15～12：55　GCCにて）

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。三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：
2/21（日）～3/15（火）24日間
現地研修期間：
2/22（月）～3/14（月）22日間

90時間 70時間
①アパートメント
②③ホームステイ

各国1名
※選考面接により
　 決定

①338,000円
②③469,000円
航空運賃・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ含む

11/11（水） ㈱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

USA・ロサンゼルス ・TOEIC550点程度以上
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「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：
2/24（水）～3/20（日）26日間
現地研修期間：
2/25（木）～3/18（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）

5名
（最少催行人数1名）
※申込順に決定

¥414,000
航空運賃は別途

11/13（金）
ﾗｲﾄﾊｳｽ・ｷｬﾘｱｴﾝｶﾚｯｼﾞ
株式会社

3
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

・ＴＯＥＩＣ550点程度以上
・事前に英語力・コミュニケーション力のレ
ベル確認を実施

ブリスベン近郊の小学校にて担任教員のアシスタントとして、授業
進行の補助、教材の準備・作成、課外活動、学級生活指導などを
すべて英語で行う。

渡航期間：
2/20（土）～3/20（日）30日間
（利用する航空便により復路3/19(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：
2/22（月）～3/18（金）26日間

140時間 140時間 ホームステイ
5名
（最少催行人数1名）
※申込順に決定

\498,000
航空運賃・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ含む

12/11（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

4 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）

・TOEIC点数制限なし
・海外未経験者から参加可能
・参加申込後、GCCによる面談を実施
　（11/24（火）12：30～　GCCにて）

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、オーガニック専門スーパー、Food Bank、
International Gateway Kelowna（今回現地にて通う学校）などにお
いてインターンシップを行う研修。英語は能力別の現地クラスで学
ぶ。期間中はホームステイし、活きた英語と文化・習慣に触れるこ
とができる。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、地域密着の産業を学ぶ（英語
能力に応じてインターンシップ先が変わる）。

渡航期間：
2/22（月）～3/16（水）24日間
現地研修期間：
2/22（月）～3/14（月）22日間

86時間 35時間 ホームステイ

6名
（最少催行人数2名）
※申込順に決定
（面談あり）

\398,000
航空運賃含む

11/20（金） 日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

Fare Start：85.5時間 Fare Start：68.5時間

その他：94時間 その他：77時間

6 USA・シアトル ボランティア研修 USA・シアトル
（ワシントン州）

・TOEIC点数制限なし
・海外未経験者から参加可能
・ボランティア先は申込後、参加の希望と英
語力を勘案し決定

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、現地日系団体を中心としたNPOや老人ホームなどの福祉施設
でボランティア活動を行うプログラム。ボランティア内容は、地元地
域のイベント開催のサポートや企業の事務業務、福祉施設での高
齢者支援まで幅広い活動を行う。

渡航期間：
2/12（金）～3/7（月）25日間
現地研修期間：
2/12（金）～3/5（土）23日間

94時間 81時間 ホームステイ
9名
（最少催行人数1名）
※申込順に決定

\348,000
航空運賃含む

11/20（金） 日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

7 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点数制限なし
・海外未経験者から参加可能
・参加申込後GCCによる面談を実施
　（11/24（火）　12：15～　GCCにて）

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NPOのシニアセンター、
フードバンクのほか、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へ行く予定。
プログラム期間中はすべてホームステイ。

渡航期間：
2/27（土）～3/20（日）23日間
現地研修期間：
2/27（土）～3/18（金）21日間

94時間 32時間 ホームステイ

6名
（最少催行人数2名）
※申込順に決定
（面談あり）

\446,000
航空運賃含む

11/20（金） 日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

8
オーストラリア・シドニー
幼児教育ボランティア

オーストラリア・シドニー ・ＴＯＥＩＣ500点程度以上

渡航期間：
2/20（土）～3/20（日）30日間
（利用する航空便により19日（土）シドニー発、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：
2/22（月）～3/18（金）26日間

140時間 140時間 ホームステイ
6名
（最少催行人数1名）
※申込順に決定

\389,000
航空運賃・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ含む

12/11（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

9
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 ・ＴＯＥＩＣ500点程度以上

渡航期間：
2/21（日）～3/21（月）30日間
現地研修期間：
2/22（月）～3/19（土）27日間

140時間 140時間 ホームステイ
4名
（最少催行人数1名）
※申込順に決定

\383,000
航空運賃・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ含む

12/11（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

10
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）
・ＴＯＥＩＣ500点程度以上
・自然環境保護活動に意欲があること

ブリスベン市内の英語学校にて英語レッスンを1週間行い、日曜日
に指定ホテルへ移動後、ブリスベン近郊のボランティア活動地域
へ移動し5日間の活動を行う。週末はブリスベン市内に戻り自主研
修を行い、3週目も2週目同様、5日間の環境保護ボランティアを行
う。活動内容は、国立公園などでの植樹や移植、外来植物駆除、
遊歩道やフェンス作り、野生生物リサーチなど。

渡航期間：
2/20（土）～3/13（日）23日間
（利用する航空便により復路3/13(日)ブリスベン
発、14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：
2/21（日）～3/12（土）21日間

90時間 70時間

ホームステイ（1週間）
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）
※申込順に決定

\492,000
航空運賃・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ含む

12/11（金） ㈱ｴｽﾃｨｰｴｰﾄﾗﾍﾞﾙ

・国際センター海外留学促進奨学金制度『チャレンジ型』対象。

・単位認定対象コース（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）

東洋大学　グローバル・キャリア教育センター

5 USA・シアトル インターンシップ USA・シアトル
（ワシントン州）

・TOEIC600点程度以上
　（Fare Startのみ650点程度以上）
・参加申込後GCCの面談によりインターン
シップ先が決定する
　（11/19（木）　12：15～12：55　GCCにて）
・各企業の事業内容と社会的取り組みをよ
く理解し、自ら積極的にインターンシップに
望むことが出来ること

シアトルダウンタウンにあるNPO団体や新聞社などでインターン
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
（電話対応、PC入力、書類作成等）のほか、団体主催のイベント
サポートなど。インターンシップ先により、必要な英語力が異なる。
ホームステイ。

＜全コース共通＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集人数：合計　57名

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（自ら積極的に提案を行
い、活動することが求められる。日本文化や日本の遊び方を教え
るなど）。

　

渡航期間：
2/12（金）～3/7（月）25日間
現地研修期間：
2/12（金）～3/5（土）23日間

ホームステイ

8名
（最少催行人数1名）
※面談によりインター
ンシップ先を決定

\348,000
航空運賃含む

11/18（水） 日新航空ｻｰﾋﾞｽ㈱

◎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2月6日（土）10：00～16：00（予定） ： 白山キャンパス 

  【研修成果報告会】：2016年3月28日（月）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・事後研修にも参加すること （日程は後日決定） 


