
受講条件
本研修は、各自の英語力に応じてインター
ンシップ先となる企業、団体等を決定しま
す。①英語力が高い場合（TOEIC730点
以上が望ましい）は、アメリカ人指導員のも
とで英語による実務研修を行います。②英
語に自信がない場合は、日系企業で日本
人指導員のもとで実務研修を行います。申
込時に受入れ団体の専任カウンセラーと
Skypeによる個別面談を行い、専攻分野、
志望職種、英語力、積極性、本人の希望な
どを考慮して実習先企業が決定されます。
受講希望者は、TOEIC成績通知書を提
出してください。

研修期間

2017年
2月10日㈮～3月5日㈰

24日間

［定 員］ 個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］ 研修代金／338,000円
旅行代金／155,000円

合 計／493,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］ ホームステイ
（1家庭1名）

①2016年12月8日（木）16：35～18：30
②2017年1月12日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡

7 8

アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコからサンタクララ・パロアルト・サンノゼ周辺一帯は、シリコンバレーとよばれ、intel、Apple、
Googleなど最先端のIT関連会社が所在し、様々な企業や研究所が集まっています。
本研修では、シリコンバレーにある研修機関において約3週間のインターンシップ（就業体験）を行います。アメリカの企業で実際に働く経
験をすることにより、国際性やコミュニケーション能力を養い、積極性や責任感、キャリア意識を身につ
けることを目的としています。研修形態は2つに分けられます。
（1）英語の語学力が高い学生は、米国企業又はSONYやFUJITSUなどの大手日系企業において、アメ

リカ人指導員のもとで英語による実務研修を行います（英語力はTOEIC730点以上が望ましい）。
（2）英語の語学力に自信がない場合も参加が可能です。その場合は、日系企業で日本人指導員のもと、

英語力を問わない実務研修を行います。

英語能力に応じて、インターンシップ先を選びます。主なインターンシップ先や業務内容、英語能力の

目安は表のとおりです。インターンシップは、1日平均7時間行われます。インターンシップ先にて仕事を

行うことにより、現地の人々の仕事に対する姿勢

や考え方、多様な価値観について学びます。また、

本研修では、アメリカ人家庭に滞在し、アメリカで

の生活や文化、社会事情等への理解を深めます。

海外インターンシップ研修Ⅲ［アメリカ］

インターンシップ先での研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、課題、レポート等に基づ

いて評価されます。研修終了時にオセアニア交流センターより授与される「修了証書」をもって、帰国

後に「特定目的海外研修A」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修先 ：アメリカ・カリフォルニア州シリコンバレーに所在する企業、団体等

シリコンバレーの企業でグローバルなキャリア意識を身につける

春 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。研修中は、現地受入れサポート機関
であるOKCオセアニア交流センターのカリフォル
ニア在住日本人アドバイザーが現地での対応に
あたります。

研修内容

春
期

①2016年6月23日（木）16：35～18：30
②2016年7月14日（木）16：35～18：30
①2016年12月8日（木）16：35～18：30
②2017年1月12日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡

オーストラリア第三の都市であるブリスベン市内の研修先期間において約３
週間のインターンシップ（就業体験）を行います。英語の応用力や国際性、コ
ミュニケーション能力を養い積極性や責任感、キャリア意識を身につけること
を目的としています。また、研修中は積極的に物事に取り組む姿勢が求められ
ます。インターンシップ先は、一般企業、観光関連企業、幼児教育機関、福祉
施設、学校の中から各自の語学力に応じて選択します。
本研修は、夏期、春期より各自が選択して受講することができます。また、個別
参加型の研修のため、
引率者は同行しません。

英語能力に応じて、インターンシップ先を

選びます。主なインターンシップ先や業務

内容、英語能力の目安は表のとおりです。

インターンシップは一日平均７時間行われます。インターンシップ先にて英語で仕事を行うことによ

り、現地の人 に々仕事に対する姿勢や考え方、多様な価値観について学びます。また、本研修では、オ

ーストラリア人家庭に滞在し、オーストラリアの生活や文化、社会事情等への理解を深めます。

受講条件
本研修ではインターンシップ研修で英語
による実務を伴うためTOEIC500点以上
の英語力が必要です。そのため、申込時に
TOEIC470点以上のスコアを有すること
が条件となります。受講希望者は、TOEIC
成績通知書を提出してください。

海外インターンシップ研修Ⅱ［オーストラリア］

インターンシップ先での研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、課題、レポート等に基づ

いて評価されます。研修終了時にオセアニア交流センターより授与される「修了証書」をもって、帰国

後に「特定目的海外研修A」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修先 ： ブリスベン市内の企業、団体、学校等

研修期間

2016年
8月18日㈭～9月8日㈭

春期22日間夏期22日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］　夏期
研修代金／288,000円
旅行代金／194,000円

合　　計／482,000円

春期
研修代金／311,000円
旅行代金／179,000円

合　　計／490,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　ホームステイ
（1家庭1名）

オーストラリアでの就業体験で国際性を磨く

春 期

夏 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。研修中は、現地受入サポート機関で
あるオセアニア交流センターが緊急時の対応に
当たります。

夏 期

2017年
2月  9日㈭～3月2日㈭春 期

研修内容

夏
期

春
期

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：シンガポール航空　●現地受入サポート機関：オセアニア交流センター

ブリスベン

ブリスベン

ホストファミリーと過ごす 〈ホームステイ〉

シンガポールで乗り継ぎ、ブリスベンへ
着後、空港出迎え後、ホームステイ宅へ 〈ホームステイ〉

夏期 春期 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール
8/18 2/9

8/19 2/10

8/20
8/21

2/11
2/12

関西空港発 23：30頃

シンガポール着 05：40頃

06：50頃
16：50頃

航空機

航空機

航空機

空路、シンガポール経由でオーストラリアへ

8/22
～
9/6

2/13
～
2/28

シンガポール発
ブリスベン着

空路、帰国の途へ
9/7 3/1

14：40頃
20：40頃

ブリスベン発
シンガポール着

シンガポールで乗り継ぎ関西空港へ
着後、入国手続を経て解散

9/8 3/2
01：30頃
08：45頃

シンガポール発
関西空港着

インターンシップ先で就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程

研修日程

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 550以上

学校（小中高）日本語教育

■ インターンシップ派遣先の主な業務と語学力の目安

一般事務の補助業務、大学や専門学校等での学校事務等

観光関連企業 TOEIC 550以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、空港アシスト、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 TOEIC 500以上保育園や幼稚園で先生の補助業務、子供の出席管理、遊び相手、食事補助等

小・中・高校等で日本語教師のアシスタント、日本文化紹介、発音指導、ゲーム、会話補助等

福祉施設 TOEIC 500以上

TOEIC 600以上

高齢者福祉施設での介護補助、食事手伝い、ベッドメイキング、話し相手等、介護のアシスタント業務

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 教育旅行 神戸支店　●利用予定航空会社：ユナイテッド航空
●現地受入サポート機関：オセアニア交流センター、AZusa Inc.

シリコンバレー

サンフランシスコ発

インターンシップ先にて就業体験
〈ホームステイ〉

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

2/10

2/11
～
3/3

関西空港発 18：20頃

11：20頃

航空機 空路、サンフランシスコへ

サンフランシスコ着 11：05頃 専用車 着後、空港出迎え後、ホームステイ宅へ
〈ホームステイ〉

専用車
航空機

出発日当日はホームステイ先から空港へ送迎あり
空路、帰国の途へ

関西空港着 16：20頃 着後、入国手続きを経て解散

× ○

機内

機内

機内

× ○○

× 機内○3/4

3/5

企業(例)・業種 主な業務 語学力目安

米国企業・団体※ TOEIC 730以上が望ましい

■ インターンシップ派遣先の主な業務と語学力の目安

マーケティングリサーチ、企画プランニング、在庫管理、営業補佐等の実務を体験する。

日系企業 日常会話程度企画プランニング、リサーチな等のサポート業務を体験する。

旅行会社 日常会話程度カスタマーサポート、企画、マーケティング、WEBサポート

営業管理、WEB政策、在庫管理

日本語教師のアシスト、日本文化紹介、発音指導、会話補助等

食品製造

アパレル貿易

教育関係

英語力問わず

英語力問わず

日常会話程度

食品分析、マーケティング

※ソフトウェア・WEB開発、機械開発、貿易商社、通販会社、流通、出版・メディア、食品開発・販売、デザイン会社、美容関連、会計事務所、幼児教育施設、
　福祉事務所等




