
①2021年6月22日㈫ 16：35～18：30
②2021年7月20日㈫ 16：35～18：30
①2021年12月7日㈫ 16：35～18：30
②2022年1月14日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

夏 

期

春 

期

※場所は後日連絡

7 8

※幼児教育機関でのインターンシップには事前に犯罪経歴証明書の取得が必要です。

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 470～730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 730以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 英語力問わず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 550以上

英語力問わず

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

ボランティア団体 TOEIC 550以上各種ボランティア団体での活動や事務アシスタント等

ニュージーランドは北島と南島に分かれており、その北島に位置し、ニュージーラン
ド最大の都市であるオークランド市内の研修先機関において約3週間のインターン
シップ（就業体験）を行います。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、個人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、ニュージーランド人家庭に滞在

し、ニュージーランドの生活や文化、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TOEIC470点

以上の英語力が必要です。そのため、申

込時にTOEIC450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。TOEIC未受験もしくは点数を

満たしていない場合は、事前にご相談

ください。

海外インターンシップA（ニュージーランド）

研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、レポート等に基づいて総合的に評価します。研修

終了時にOKCより授与される「修了証書」を確認し、帰国後に単位を認定します。

（「海外インターンシップ」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： オークランド市内の企業、団体、学校等

研修期間

2021年

8月21日㈯～9月12日㈰

春期23日間夏期23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／277,000円
旅行代金／189,000円
合　　計／466,000円

春期
研修代金／285,000円
旅行代金／210,000円
合　　計／495,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

オークランドでの就業体験で国際性を磨きながら、柔軟な対応力と積極性を培う

春 期

夏 期

夏 期

2022年

2月12日㈯～3月6日㈰春 期

研修内容

コースNo.  GCP3650 ■科目名： 海外インターンシップ

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株式会社が緊急時の対応にあたり
ます。

1885年創立の神学校を前身とする韓国カトリック大学は、人文学部、社会科学部、
経済学部、法学部、看護学部等20以上の専門を有する私立の総合大学で、韓国内
でもトップクラスの教育･研究を行っています。ソウル近郊の富川（プチョン）市に聖
心キャンパス（人文社会学系学部、自然科学系学部など）、ソウルに聖神キャンパス
（神学部）と聖医キャンパス（医学部、看護学科）の計3つのキャンパスがあり、約
11,000名の学部生と大学院生が在籍しています。今回研修を行う聖心キャンパス
がある富川市は、仁川空港とソウルの間にある人口約85万人の都市で韓国内外へ
の交通至便の良さから工業都市として発展し、近年は韓国におけるマンガやテレ
ビ、映画など映像文化産業の拠点となっています。本研修は個人参加型であるた
め、引率者は同行しません。

韓国語研修

研修内容

研修終了時に韓国カトリック大学から授与される「修了証書」を確認し、授業参加度、授業態度、課題、

発表、テスト等に基づいて総合的に評価します。

（「海外研修（語学）I」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： 韓国カトリック大学 （The Catholic University of Korea）

韓国トップクラスの総合大学で韓国語・韓国文化を学ぶ

夏 期

◉参考URL : https://www.catholic.ac.kr/

韓国カトリック大学韓国語教育センター

で実施される韓国語韓国文化研修に参

加します。プレースメントテストにより各自

の韓国語能力に応じたクラスで学ぶこと

ができますが、授業が韓国語で行われる

ため、初級程度の韓国語の知識が必要と

なります。どのクラスにおいても韓国語文

法、日常生活に必要な韓国語表現や語

彙を学び、韓国語でのコミュニケーション

能力の向上を目指します。さらに授業に

は、現地の大学生が参加し、韓国語で交

流することにより、韓国語でのコミュニケーションに自信を持てるようにします。また、授業では、韓国

社会や家族について学んだり、伝統工芸（韓紙工芸）を体験したり、韓国のテレビ局見学を通して、韓

国の文化や風習、生活様式についても理解を深めます。

コースNo.  GBF1354 ■科目名： 海外研修（語学）I

2021年6月25日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

研修期間

2021年

8月8日㈰～8月22日㈰

15日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］ 研修代金／110,000円
旅行代金／  80,000円
合　　計／190,000円

［滞在方法］　大学寮
（3人部屋）

韓国語授業
自分に合ったレベルのクラスで1日4時間の
韓国語の授業を受講する。韓国語の基本語
彙や文型等をはじめとして、短期間で集中
的に聴く、話す、読む、書く能力を総合的に
磨きながら、日常生活に必要とされる実用的
な会話を習得する。

韓国文化体験
韓国の伝統工芸やキムチ作り、歌、料理、韓
服体験を通して韓国文化を学ぶ。韓国の教
会や寺院での見学研修を通し、韓国の風習
や習慣について理解を深める。また、放送局
やソウルタワー等の見学では、現在の韓国文
化を体験する。

学生交流
韓国カトリック大学の学生がチューターとな
り、韓国語の発音や会話の練習を行う。また、
韓国カトリック大学の学生とともに映画鑑賞
や伝統舞踊等のクラブやサークル活動を行
うことを通して、お互いの学生生活や将来に
ついて意見を交換し、相互理解を深める。

※場所は後日連絡

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。韓国到着時、出発時の空港～韓国
カトリック大学間の送迎は韓国カトリック大学が
行います。また緊急時には、韓国カトリック大学の
担当者が対応に当たります。

研修日程

※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京都支店　●利用予定航空会社：アシアナ航空

富川

ソウル発

韓国カトリック大学にて韓国語研修
 〈大学寮泊〉

× × ×

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

8/8

8/9
～
8/21

関西空港発 10:50頃

14:05頃

航空機 空路、韓国（ソウル）へ

ソウル着 12:40頃 専用車 着後、空港出迎え。
富川市にある韓国カトリック大学へ
 〈大学寮泊〉

航空機 空路、帰国の途へ

関西空港着 15:50頃 着後、入国手続きを経て解散

× ××

× ××

8/22

※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京都支店　●利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空

オークランド

オークランド発

香港で乗り継ぎ、オークランドへ

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

8/21

8/22

2/12

2/13

9/11

9/12

3/5

3/6

8/23
～
9/10

2/14
～
3/4

関西空港発

オークランド着

10:00頃

11:55頃

香港空港着
香港空港発

13:05頃
21:10頃

航空機

13:40頃 航空機

航空機

空路、香港経由でニュージーランドへ

空路、帰国の途へ

航空機 香港で乗り継ぎ、関西空港へ

香港空港着

香港空港発

21:35頃

01:50頃

現地時刻
10:00頃

13:25頃
15:30頃

15:00頃

関西空港着06:30頃 着後、入国手続を経て解散06:30頃

07:15頃

21:20頃

01:50頃

インターンシップ先にて就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程


