海外インターンシップ、海外ボランティア等の実践活動を提供する団体・・・「留学プランを深めるマッチングイベント」（3/29.30東京大阪）参加団体
■団体ごとのミニセミナーの時間は以下となります。ミニセミナーは各団体のブースで行われます。
東京会場1回目：Aブロック（10:30～10:50）、Bブロック（10:50～11:10）、Cブロック（11:10～11:30）、Dブロック（11:30～11:50）
東京会場2回目：Aブロック（14:30～14:50）、Bブロック（14:50～15:10）、Cブロック（15:10～15:30）、Dブロック（15:30～15:50）
正式名称

ブース番号

JAOS海外留学協議
会

Aブロック
ブース1

1.活動実施国・地域

2.実施時期・実施期間

3.カテゴリ

4.受入機関・実施プログラム例

5.学生に求める条件

5.学生の費用負担

6.受入可能な学生数

7.団体の特徴
1991年の設立以来『安心できる留学』を目指し、国内の留学事業者数十団体をはじ
め、国内外の教育機関、関係省庁、在外公館と連携しながら「留学情報の提供」「留
学教育に必要な技能研修」「留学に関する相談・助言」を実施。志向性・適性に応じ
適切なインターン・ボランティア・語学学習案件を持つ団体をご紹介します。

リンゲージ株式会社 Aブロック
グローバルスタディ海 ブース2
外留学センター

アメリカ、インド、フィリピン

■時期・期間：
・語学学習が多い
アメリカ合衆国：A.2014年9月 ・無償インターン
25日～2015年2月13日／B.
2015年1月上旬～2015年5月
中旬
インド、フィリピン：通年

CECジャパンネット
ワーク 株式会社

Aブロック
ブース3

フィリピンセブ島 等15カ国

■時期・期間：
・ボランティア
通年。期間はプログラムによって ・無償インターン
異なる

産学連携日本教育
フォーラム（WIL）

Aブロック
ブース4

タイ（バンコック、アユタヤ付
近） など

■時期：2014年9月～2015年 有償インターン
3月31日に開始
■期間：最低4ヶ月間

ジャパンハート

Aブロック
ブース5

ミャンマー・カンボジア・ラオス ■時期：
通年（半年以上を希望）

・無償インターン

株式会社テンプ総合 Aブロック
研究所 ICC国際交 ブース6
流委員会

アメリカ、カナダ、イギリス、
オーストラリア等

案件によって異なる

・学習が多い
・有償インターン
・無償インターン

■受入機関例：
・プログラム内容や派遣校より大 ■費用の目安：
・IBPプログラム：20名程度
・学習：世界大学ランキング100位圏内7大学。ワシントン大学、シドニー大学、メルボル 幅に異なる。学年・学部・専門性 ・IBPプログラム：280万円～370万円（参加 ・トップスクールへの正規留学
ン大学、オーストラリア国立大学等。
を問わないものも。
費、授業料、滞在費等／1年）
（単位受講）：20名程度
・インターン：シアトル、ロンドン、ブリスベン、シドニー等の多種多様な企業、団体。貿易、
・トップスクールへの正規留学：350万円～ ・海外インターン・プログラム：
メディア、IT、物流、金融、ファッション、アート、政府機関、NPO等
480万円（授業料、滞在費等／1年）
20名程度
＊1年間のビジネス留学プログラム「IBPプログラム（大学で受講＋インターン）」を保有
・海外インターン：75～90万円（参加費、滞
在費含む／3ヶ月）

■オーストラリア名門8大学のうち6大学（いずれも世界ランキング100位以内）より、
公式出願エージェント認定。学生への留学相談・出願が無料で提供可能です。
■1989年の開講以来、4,000名を受け入れた1年間のビジネス留学プログラム「IBP」
を運営。ワシントン大学（シアトル）、ウエストミンスター大学（ロンドン）、グリフィス大学
（ブリスベン）等での授業受講、現地企業のインターンが同時にできます。
＊最短で、2014年秋・2015年春入学が可能。

フォースバレー・コン
シェルジュ株式会社

Aブロック
ブース7

ベトナム、ミャンマー、シンガ
ポール、アメリカ、中国

■時期：
随時開催
■期間：
10日～1年

・無償インターン

■実施プログラム例：
・海外課題解決型インターン
新興国での現地体験、現地トップ大生や海外駐在員との交流を実施。市場調査や地
域貢献、国際交流など日々様々なミッションが出題。グローバルで活躍するための考え
方やビジネス基礎を学びます。
・海外就労経験型インターン
弊社の海外拠点でのマーケティングリサーチ、海外プロモーション、現地留学促進フェア
の企画運営等

・18～26歳。大学・大学院生で
あること。
・シンガポールはワーキングホリ
デー取得のため世界ランク200
位以内大学の学生のみ（対象大
学：東大、京大、大阪、名古屋、
北海道、東北、九州、東工、筑
波、早稲田、慶応）

・海外課題解決型インターン：
35-70名
・海外就労経験型インターン：
月3-10名

世界最大規模のグローバル人材プラットフォーム ”TOP CAREER” を運営。世界の
大学700校（2011年11月現在）と連携し、世界大学ランキング上位校出身者、在籍
中学生等をストックし、採用をはじめとした企業の様々な課題を解決しています。本プ
ログラムでは、課題解決型インターンを通じグローバル人材を育成します。

アイセック・ジャパン

Bブロック
ブース8

インド、インドネシア、ウガンダ、 ■時期：通年
ウクライナ、ガーナ、ケニア、 ■期間：6週間～1年間
トーゴ、トルコ、ハンガリー、フィ
リピン、ブラジル、ブルガリア、
ベトナム、ポーランド、マレーシ
ア、ロシア、香港、台湾、中国

無償インターン
有償インターン

■受入機関例：
アジアやアフリカのNGO、教育機関、アジアの日系企業
■仕事内容例：
マーケティング（市場調査、企画立案）、ソフトウェア開発、教育支援（言語教育、文化
教育）、障害者支援、HIV/AIDS、プロジェクト運営（イベント企画など）、翻訳、環境保
護、女性支援、フィールドワーク・調査活動、営業、Webサイト作成、観光、ファンドレイ
ズ、広報・プロモーション

・案件によって異なる。高い語学 実施国・案件によって異なる
力や、場合によっては高度な専
門知識や２ヶ国語の取得が条件
になる場合も。

制限は特になし

113の国と地域で活動する世界最大級の学生組織。大きく4つのプログラムを有す
る。
①アジアのNGOでの海外インターン
②教育機関での海外インターン
③アフリカのNGOでの海外インターン
④アジアの日系企業での海外インターン

株式会社JAPAN AT Bブロック
UK
ブース9

イギリス

■時期：
通年

・学習
・無償インターン
・ボランティア

・特になし

国際美容ボランティア Bブロック
協会
ブース10

カンボジア、フィリピン

■時期：
通年
■期間：
1ヶ月～1年

・ボランティア
・無償インターン

株式会社ディスコ

Bブロック
ブース11

フィリピン、インド

■時期：
通年

・無償インターン
・ボランティア
・学習

アルー株式会社

Bブロック
ブース12

フィリピン、中国（上海）、インド ■時期：
ネシア
通年
■期間：
1ヶ月間

・無償インターン
・学習

■実施プログラム例：
・語学留学＋インターン（現地企業テレフォンアポインター体験、マーケティングリサー
チ、プロダクト
デザインインターンなど）／2-12週間
・語学留学＋ホームステイ／2-12週間
・ファッションOJT 留学／1-6ヶ月
ロンドンの一流ブランドで、マーケティング•デザイン•セールス等のOJT
・スポーツ留学（テニス・サッカー） 等
■受入機関・実施プログラム例：
・カンボジアスタディツアー：コーディネーターともに最大8名のチームで現地視察（スラム
街、孤児院など）／現地ニーズ、参加者の希望をもとにボランティア実施。美容学校の
設立～運営、孤児院の生徒への美容教育自立支援、井戸建設、語学ボランティア 等
／アンコールワット等の観光
・フィリピン：株式会社グランマの行うサンパブロにて農村地域の女性の雇用の補助（販
売）、事務、作業等
■実施プログラム例：
フィリピンボランティア4週間
フィリピン企業インターン12週間
フィリピン英語学習12週間＋ボランティアまたは企業インターン12週間
インド英語学校8週間＋ボランティア12週間
インド英語学校4週間＋企業インターン3週間
インド企業インターン16週間 等
■受入機関・実施プログラム例：
・アルーフィリピン
企業向け教育サービス（モバイル英会話）のトレーニングセンター／コールセンターに
て、サービス改善のインターン。および英会話研修の受講 等
・アルー上海・アルーインドネシア
企業向け教育サービスの営業拠点にて、日本の商品の中国への展開における中国市
場調査／顧客企業開拓 等
■受入機関例
・カリフォルニア大学各校
・米国NPO iLEAP
・HRI ベトナム（研修コンサルティング会社ベトナム法人）

株式会社 毎日エデュ Bブロック
ケーション
ブース13

アメリカ、カナダ、イギリス、アイ ■時期・期間：
・学習
ルランド、オーストラリア、
通年。期間はプログラムによって ・無償インターン
ニュージーランド、中国、台
異なる
湾、韓国、シンガポール、マ
レーシア、ベトナム、インド、キ
ルギス、ウズベキスタン

■受入機関例：
アメリカ Pacific International Academy Mary/lhurst University ニューヨーク州立大
学等・インド（デリー）ILSC/Spice Up Japan INC Delhi Office・フィリピン/iYES Language
School
■実施プラン例：
語学+サービスラーニング（アメリカNPOによるボランティア）／語学+無償インターン（イン
ド、フィリピン）／語学+学習（ニューヨーク州立大学等）
■受入機関・実施プログラム例：
・孤児院でのボランティア活動と英語研修
孤児院・マザーテレサの修道院が運営するセブ島パシル地区にある孤児院
・英語研修と、現地の企業インターン活動
セブ島現地の企業、ホテル、語学学校など

・中級レベルの語学力がある方
が望ましい
・ニューヨーク州立大学等の学
部課程で学ぶ場合はTOEFLま
たはIELTSが必要

■費用の目安：
アメリカ Pacific International Academy /
Marylhurst University
約934,000円
（授業料等／滞在費／滞在手配料／サー
ビスラーニングサポート）
・別途、航空券代／保険代など
・積極的で明るく、他人のことを ■費用の目安：
考え、子供に対して優しく接する ・孤児院でのボランティア活動4週間：宿泊
ことができる責任感のある人物 費用を含めて150,000円＋食費程度
・英語研修+企業インターン4週間：
250,000円程度。平日1日4時間のマン
ツーマン英語講義、6時間程度の企業イン
ターン、寮滞在費、食費などが含まれる

■受入機関例：
タイの多国籍企業。ドイツ、インドネシア、南アフリカ、オーストラリア、アメリカなど他国か
らの インターン学生と共に働く。
・業務・プロジェクト
学生の専攻、学習目標とすり合わせて、企業と学生で最終決定。アカデミックアドバイ
ザー（タイの受入大学）、メンターが学習指導、サポートを実施。インターン終了時にプロ
ジェクト成果発表を実施。
■受入機関：ジャパンハート現地事務所
■実施プログラム例：
途上国での医療支援、社会福祉支援（子どもの養育施設運営など）に関わるコーディ
ネート業務全般（事務作業を主とする）
＊短期で途上国医療支援ボランティアに参加する日本人医療者のコーディネートなど。
事前研修もあり。

・業務遂行に十分な英語力／目 ビザ所得諸費用／海外旅行障害保険／往
的意識と熱意／自立性
復航空運賃／WILコーディネート料／プログ 10人程度
・専攻は問わない
ラム参加費 など

国内外のインターン推進活動において２０年以上の実績があるNPO法人。

・条件は有りませんが、モチベー ・海外旅行傷害保険加入費、研修先まで ・4名ほど
ション高く、学ぶ姿勢が強い方が の国際航空券代を負担。滞在先（宿舎）は
望ましいです。
提供します
＊1年以上参加の場合のみ

「医療の届かないところに医療を届ける」がモットー。東南アジアの新興国へ日本人医
療者らを派遣し、診療・手術など医療を実施。また保健活動、医療人材育成活動、
貧しさから人身売買の危険にさらされ、学校にいけない子どもたちの養育施設の運
営、視覚障がい者自立支援活動、医療人材の育成も行う。
世界の災害時には、いち早く医師・看護師らからなる国際緊急医療支援チームを派
遣。ジャパンハートの活動に参加する日本の医師、看護師は2013年度のべ400人。

■費用の目安：
・海外課題解決型インターン：研修費用15
万円。内訳は宿泊費、プログラム参加費、
現地研修、サポート費等
・海外就労経験型インターン：15～30万。
内訳は宿泊費、現地研修費、サポート費等

インド15名
アメリカ15名
フィリピン15名程度

■語学留学を中心に、カナダ、オーストラリア等の無給インターンや、バリ島、プーケッ
ト島でのホテルインターンなども。
■ニューヨーク州立大学、カリフォルニア州立大学、アーカンソー州立大学、ネバダ
大学など複数の大学と提携

特に制限はなし

1988年から始めた「海外ボランティアを通じて学ぶプログラム」を活動の中心に置い
ています。現在15カ国でボランティア活動をしながら自分を磨く為の研修プログラムを
実施。個人参加で、いつでも通年参加できるプログラムを提供しています。

■費用の目安：
・10名
・語学留学＋インターン：1ヶ月約7万円～
（授業料 •入学費を含む）
・語学留学＋ホームステイ：1ヶ月約20万
円～（授業料 •入学費•1泊2食のホームス
テイ費等）
・ファッションOJT：月45万（レクチャー費・
OJT費等）
・ゼロベースから立ち上げられる 渡航費用／滞在費用 等
・1ツアーあたり8名が上限
パワー、やる気、情熱のある方、
イノベーションを起こしたい方

・現地ロンドンにある留学会社。イギリス滞在経験の長いスタッフが留学後もプラン設
計のアドバイスを行うなどサポート体制が充実しています。
・サッカー留学、テニス留学、ファッション留学、アーティスト留学などの専門カテゴリ
や、オーダーメイドのプラン設計に強みがあります。

・特になし（プランによっては、英 ・プランによって異なる
語力の規定あり）

日本の人材採用マーケットのパイオニア企業として、40 年以上に渡り、社会と人材の
出会いの場を創り続けている企業。企業の魅力をダイレクトに伝える就職イベントや、
国内外の企業約14,000 社とのネットワークに基づいた情報発信、大学生や社会人・
グローバル人材のための就職＆キャリア支援サービスなどを提供している。
GlobalStudyASIAでは、アジア新興国での海外研修や留学サポート等を実施。

・特に制限はなし（プランに
よって異なる）

・昨年はスタディツアーを8回開催。
・美容院経営のバックグラウンドをもつコーディネーターと共に、カンボジアに美容専門
学校設立・美容訓練等を行うことで現地に雇用を生み、孤児院の子ども達に生きる
手段を提供しています。

・日常レベルの英会話力
・ベンチャーマインド
・各国への興味

■費用の目安
・フィリピン、上海：10名
30万円程度。トレーニング費用、インターン ・インドネシア：5名
フィードバック費用、受入管理費用等を含
む

アルーは、2030年にアジアでNo.1の人材育成企業になることをヴィジョンに掲げ、グ
ローバル人材育成プログラム、海外研修、組織コンサルティング等を行っています。シ
ンガポール、中国、インド、インドネシア、フィリピンと5つのアジア現地法人が存在しま
す。

・プログラムによる

■費用の目安：
・プログラムにより20万～300万円まで

海外留学エージェントとして、世界各国で行われている
様々な留学プログラムを紹介しております。今回のマッチングイベントでは、その中で
も、実績がありリーダーシップやソーシャルイノベーションなどに特化したオリジナリティ
のあるプログラムを特にご紹介していく予定です。学生のプランニングの中に、組み込
んでいただくような短期プログラムから、長期留学プランを設計する上でのアドバイス
なども行います。

制限なし（プログラムによって
は定員あり）

正式名称

株式会社B-Bridge

ブース番号

1.活動実施国・地域

2.実施時期・実施期間

3.カテゴリ

4.受入機関・実施プログラム例

5.学生に求める条件

Bブロック
ブース14

アメリカ シリコンバレー

■時期・期間：
1週間～3ヶ月

・無償インターン
・語学学習

■受入機関：
・弊社（B-Bridge International, Inc）もしくはパートナー企業
■実施プログラム例：
・シリコンバレーの環境、日本とのビジネスの違いを感じながら、いかにProactiveに行動
を取るかについて常に考え、具体的なアクションプランを構築し、学ぶ。
・テーマを掲げて、マーケット調査や物販を体験。
・エンジニアバックグラウンドのある人には、モバイルアプリ開発や弊社の有する脳波デバ
イスとの連携ビジネスのアイデア提案を行っていただく。
＊シリコンバレーの起業家・チャレンジャーらと交流。(多い場合は3か月で200人）
■受入機関・実施プラン例
「えっ!?アメリカのBMWでインターンできるの？～アメリカ 留学＆インターン～」 ⇒
Embassy アメリカ学生ビザ 11か月プラン 留学＋インターン(無償)「目指せ！世界が
求めるバイリンガル！～カナダ 通訳・翻訳＆インターン～」 ⇒ UMC カナダワーホリビ
ザ 12ヶ月プラン 留学＋インターン(無償)「しっかり英語を身につけ、英語環境で仕事
しよう！～オーストラリア 留学＆インターン～」 ⇒ ILSC オーストラリア 学生ビザ
10～12ヶ月プラン 留学＋インターン(無償)「自信を持って紹介できる留学にしよう～
オーストラリア 語学学校インターン～」 ⇒ Inforum オーストラリア 学生＆ワーホリビ
ザ 6～12ヶ月プラン 留学＋インターン(有償)

・特になし
● 短期コース（１〜３週間）88,000 円/ 週 相談に応じます
・開発経験のある方は、モバイル ● 1 か月コース288,000 円
アプリ開発等を行って頂きます ● ３か月コース688,000 円

日本ワーキング・ホリ
デー協会

Cブロック
ブース15

オーストラリア、カナダ、ニュー 未回答
ジーランド、イギリス、アメリカ

・ワーキングホリデー
・有償インターン
・無償インターン
・ボランティア
・学習

ウィッシュインターナ
ショナル株式会社
株式会社ワールドア
ベニュー

Cブロック
ブース16
Cブロック
ブース17

北米、オセアニア、ヨーロッ
パ、アジア(フィリピン、フィ
ジー)など英語圏
アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ、ニュージーランド、イギリ
ス、アイルランド

■時期：通年

・学習が多い
・有償インターン

■時期：通年

・語学学習が多い
・有償インターン
・無償インターン
・ボランティア

日本国際実務研修協 Cブロック
会 （JIPT）
ブース18

オセアニア交流セン
ター株式会社

Cブロック
ブース19

株式会社ジョブウェブ Cブロック
ブース20

BizJAPAN

Dブロック
ブース21

オーストラリア、ニュージーラン ■時期：
ド
2014/8/21～2015/3/31に
実施開始
■期間：
また1ヶ月以上、1年以内の滞在
が可能
アメリカ、インド、ベトナム、タ
■時期：
イ、インドネシア、ラオス、シン 通年
ガポール、フィリピン、マレーシ
ア、中国、香港、台湾、ドバイ

6.受入可能な学生数

＊ 宿泊費及び航空費を含めた交通費は、
自己負担となります
＊ 宿泊設備は、ホテルもしくはホームステ
イ、アパートなど相談に応じます
18歳以上

■受入機関例：
・特になし
各語学学校を中心に、専門学校や大学などで外国語研修をメインに提供。一部有償イ
ンターンも紹介しています。
■受入機関・プログラム例：
・大学在籍中であること
ビジネス無償インターン
・JET ENLISH COLLEGE語学学校：一般英語コース12週間、ビジネス英語5週間、企
業で無償インターン
・Macquarie Education Group Australia語学学校&専門学校：一般英語コース12週24週、ビジネス専門コース（マーケティング）、企業で無給インターン

アメリカ

5.学生の費用負担

＊プログラムのカスタマイズは可能です

・会員登録料 5000円（3年間有効）
未回答
ビザサポート、学校申込、現地サポートオ
フィスの利用などは、会員様限定のサポート
として無料で行っています。

日本政府、各国大使館との連携を取り、グローバル人材育成の為１人でも多くの方に
ワーキングホリデービザを利用した留学を 知ってもらうために毎日無料セミナーを開
催し、ワーキングホリデー制度の正しい理解と振興、利用促進を行っております。 留
学に行きたくても高すぎで行け ない学生も英語のできない社会人も現地で働きなが
ら留学できる素晴らしい制度がワーキングホリデービザ制度です。
日本ワーキングホリデー協会では、ビザ申請のサポートや語学学校のお申込、現地に
到着してからのサポートなど、様々に形で皆様のワーホリ＆留学をサポート致します。

・プログラムによる

一部を除き、現地にサポートオフィスを用意。渡航前も無料英会話プログラムを用意
するなど、出発から帰国まで一貫したサポートを提供いたしています。海外が初めて
の方でも利用しやすいと言われます。27年の実績を有します。
グループ会社で語学学校を経営している。
http://jp.jetenglish.com/

特に制限はなし

■費用の目安：
特に制限はなし
・100万～120万。学費、滞在費4週、サ
ポート料金を含む
・飛行機代、保険代、現地生活費等は別途

・米国での実務研修に足りる十
分な英語能力
・米国以外の大学・院・専門学
校に在学、現在研修分野につい
て学んでいる方。もしくは各学校
を卒業後12ヶ月以内の方

■費用の目安
・J-1ビザ研修プログラム＋研修先とのマッ
チング：30万円～
・J-1ビザ研修プログラムのみ：15万円程度
～

・特になし

・プログラムによる

JIPTは、アメリカJ-1ビザ研修プログラム【Train USA Program】の日本窓口です。ビザ
スポンサー団体であるCultural Vistasとパートナー契約を結ぶ日本唯一の団体で、ビ
ザ発行までの各種手続きの多くを日本語で行う事が可能です。
＊J-1ビザとは就労ではなく実務研修を通じた文化交流を目的としたビザです。
＊研修先企業・団体のご紹介も実施

・無償インターン
・ボランティア
・学習

■受入機関例：
無償インターン：旅行会社、貿易会社、出版会社、小売店、メーカー、外資系ホテル、
デザイン会社等
ボランティア：NPO：環境保護団体、動物保護団体、高齢者福祉施設、社会福祉団体
等

・有償インターン
・無償インターン
・学習

■実施プログラム例：
・特になし
・インド│アジアやアフリカ諸国など、新興国のへの進出支援企業でインターン
・ドバイ│ドバイ唯一の日系ホテルで11ヶ国のメンバーと日々を共にするインターン
・インドネシア│日本人経営者1名、現地スタッフ12名の環境下でWEB制作営業/ディ
レクションのインターン
・アメリカ｜サンフランシスコのクリエイティブエージェンシーでマーケティング、事業戦略
立案インターン
・フィリピン│語学学校でのサポートインターン（寮/3食/レッスン付）

■費用目安：
特に制限はなし
海外インターン参加費用（108,000円）
カウンセリング、渡航前オリエンテーション、
渡航中の安全サポート、受入先企業のレコ
メンデーションレター、就職サポート 等を含
む

「AJITORA（アジトラ）」は、海外ビジネスインターン、海外就職情報をアジア新興国中
心に掲載しているサイトです。グローバルで活躍したい人に向けたオファーを各国から
集結。スタートアップやビジネス系のインターンが多く、実践を通して成長出来るイン
ターンが多いのが特徴です。

■受入機関例：
Gallasus, Inc.(ビジネスコンサルティング／市場調査)／NeuroSky, Inc.(ソフトウェア開発,
マーケティング) ほか、公認会計事務所、旅行会社、電子機器等販売、精神行動医
学研究機関、日本語・文化教育施設、サンノゼ・ジャパン・タウンの商店街の振興などの
案件を保有
＊事前にビジネスマナー、英語プレゼン、ビジネス英語研修などを実施
＊インターンに加え、Google、facebook、NeuroSky等の企業訪問、Stanford
University、University of California, Berkeleyなど現地学生・社会人との交流機会あり

■費用の目安：
・1カ月の場合：渡航に関する費用 + 約
220,000円（滞在に関する費用+研修費
用）

シリコンバレーでのビジネス体験に加え、google、facebookなどへの企業訪問、
Stanford大学等の学生との交流、有名大学教授や起業家等によるセミナー、プレゼ
ン研修など、興味関心に合わせてあなただけの最高のプランを作成可能です。

アメリカ カリフォルニア州 ベ ■時期・期間：
・無償インターン
イエリア(シリコンバレー) その 2014年8月下旬～2014年9月
他10数カ国
下旬(1ヶ月)
※滞在期間延長可能

・英語力(研修先によるが、日常
会話レベルは必要)
・2014年8月時点で大学・大学
院生・専門学校生等であること

特に制限はなし

10名程度

NICE

Dブロック
ブース24

株式会社EIEN

Dブロック
ブース25

日本国際学生技術研 Dブロック
修協会（IAESTE）
ブース26

オーストラリア政府よりビジネスアワードを受賞した日本唯一の留学団体です。過去29
年間、海外への留学、インターン、語学学習、ワーキングホリデーを支援。オーストラ
リア・ニュージーランド方面で最大の実績と歴史があります。

★ご希望の日程に合わせて「トビタテ！留学JAPAN」の応募サポート・メンタリングを実
施しています（4/18の応募まで） http://goo.gl/9fZoEn

アゴス・ジャパンはMBA、LLM、大学院、大学留学を目指す方 のためのテスト対策
（TOEFL、IELTS、SAT、GRE、GMAT）や出願対策の指導専門校です。
欧米教育機関への出願プロセスに精通した留学カウンセラーと、専門講師による独
自メソッドのテスト対策を行っています。受講生の入学（留学先）としてはハーバード、
スタンフォード、コ ロンビア、イェール、ケンブリッジ、オックスフォード大学などの世界
トップレベル校が大半。

株式会社アゴス・ジャ Dブロック
パン
ブース22

国際教育文化交流協 Dブロック
会（ISECE）
ブース23

7.団体の特徴
シリコンバレーでの実践的なビジネス経験を通じ、以下を達成します。
・最適なビジネスの進め方(手法)を学ぶ
・多くの人種が住むシリコンバレーで、様々な文化背景を理解したコミュニケーション
手法を学び、「相手を思いやる」コミュニケーション方法を学習
・プレゼンテーション能力の強化
・グローバル人材となるべく、シリコンバレーの起業家らと交流し刺激を受ける

・アメリカ;オレゴン州ポートラン
ド市、アラスカ州アンカレッジ
市、ワシントン州シアトル市、カ
リフォルニア州ロサンゼルス市
・オーストラリア; クイーンズラ
ンド州ブリスベン市

■時期：
・無償インターン
アラスカ洲/ワシントン洲/カリフォ ・学習
ルニア州は、2014/8/31から１
学年間。オレゴン州は、2015年
４月から翌３月末迄
■実施期間：
１ヶ月間以上、３ヶ月以内
インド、インドネシア、タイ、ベト ■時期：
・ボランティア
ナム、フィリピン、オーストラリ 基本的に通年で募集
ア、ケニア、タンザニア、アメリ ■実施期間：
カ、イギリス、フラン
最長で1年まで

■受入機関・プログラム例：
①アメリカの公立日本語イマージョン教育実施校（公立小学校）にて、現地教員（メン
ター）のアシスタントとして１年間、日本語イマージョン教育（日英両言語による普通科目
の指導）に協力。
②ブリスベン市のトップ私立校（小中高一貫教育校）で最新の教育理論についての学習
と、実践（メンター教師と一緒に教室で指導体験）を通じ、教授技術と英語力を磨く。

フィリピン（マニラもしくはセブ） ■時期：通年

■受入機関例：
・マニラ：CNN INTERNATIONAL Language School
バランスの取れたカリキュラム構成で2006年フィリピン政府よりフィリピンにおける語学学
校最優秀賞を受賞した、伝統ある語学学校。
・セブ：CDU ESL Center セブ医科大学付属語学学校。付属病院がWHOの【世界有
名医科大学全集】
にも掲載された大学付属のESL校なので、大学クラスや施設の使用が可能
＊インターン先は上校スタッフになります
■受入機関例：
・イアエステ加盟国内にある企業または大学・研究所などの教育・研究機関。
■研修までのプロセス：
・8・9月に研修申込願書提出。秋に全国6カ所で面接を実施。11月に合格者を発表。
2015年春にインターン先が決定し、2015年春・夏を中心に8週間程度の研修を実施。
＊次回募集のIAESTEプログラムに応募した場合、渡航開始時期が合致しないため今
年度の官民協働海外留学支援制度の対象外となります。ご注意ください。

ヨーロッパ、アジア、アフリカ、
南北アメリカ、オーストラリア
約80ヶ国

■時期：2014/4/1～
2015/3/31
■期間：8～52週

・語学学習が多い
・無償インターン

有償インターン

■受入機関：
国連・CCIVS（国際ボランティア活動調整委員会）に加盟するNGO
■プログラム例：
・主にストリートチルドレンへの教育活動。移住労働者のコミュニティにおける親向けの教
育啓蒙活動や教師のサポート、ゲーム・歌・アート・スポーツや手工芸教室等の企画・運
営など
・田舎地域の食の安全の課題、特に食物の値段高騰に対し、持続可能な農業を目指
し、生物多様性、水管理、有機農業、総合的病害虫・栄養管理、調査などによる農作
物生産性の向上をサポート

a)大学、大学院、短大生。教育
関係科目を３科目以上履修して
いること。b)ボランティアやアルバ
イト講師など、何らかの教師経験
c)日常会話に支障のない程度
の英語力d)35歳以下

①②ともに1年間40万。
①20名
①の内訳はコンサル費、適格証明書取得 ②40名
費用。現地ホームステイで食費・通学費は
現地から無償提供。②の内訳はコンサル
費、ホームステイ費、食事、教育理論講義
費、教育技術講習費、トレーニング費、周
辺大学での聴講費等
プログラムにより異なる。（教育系 あり
各国で1～3名程度
プログラムでは一定以上の語学
力が必要です）

米国の複数の教育委員会やイマージョン教育学会、その他教育関連機関との密接
な関係をもとに、将来教育分野での活躍を目指す若者や現役教師の方々の為のプ
ログラムを得意としています。

・17歳以上であること

フィリピンのマニラ・セブにて自社経営の語学学校を保有。留学斡旋を軸にオンライン
英会話、インターン受け入れ等新興国における語学の習得また、異文化体験含めた
グローバル人材の育成を総合的にサポートしています。

■費用の目安：
・100～130万。
学費、滞在費、食費、入学金、滞在手配
料、テキスト代、電気代、水道代、学生ID
代、VISA申請代行代、SSP VISA申請代行
代、外国人登録代行代を含む

・研修実施時に大学3年生から
博士課程学生（30歳まで）であ
ること
・医学部を除く理工系の分野＋
ホテルマネージメント領域である
こと

・CNN校：最大収容人数200
名
・CDU校：最大収容人数400
名

飛行機代、ビザ、保険等はすべて自己負 60-80名
担。
※滞在先での宿泊費、食事相当分が研修
先から支給

創設23年の歴史を誇る国際ボランティアNGO。国連のネットワークに加盟し世界中の
NGOをカウンターパートナーとしています。日本国内・アジア・アフリカ・欧州・北中南米
など約100ヶ国紹介可能。1990年の設立以来毎年3,000人程がボランティアに参加
しています。

理工農薬系学生を中心に大学・研究所等を中心とした海外インターンを仲介。1948
年以来ヨーロッパを中心に活動を続け、UNESCO、ECOSOC、ILO等を諮問団体として
現在世界80余カ国が加盟し、世界80ヶ国、4000社研修候補地であることが特徴。
これまでに30万人近い学生の支援実績あり。研修先で、世界の他の多くの国から来
た研修生と交流ができ、平日の夜や週末など、研修時間以外にも充実した時間を過
ごせる。

正式名称

ブース番号

1.活動実施国・地域

2.実施時期・実施期間

EF Education First

Dブロック
ブース27

アメリカ、カナダ、イギリス、アイ
ルランド、マルタ、シンガポー
ル、オーストラリア、ニュージー
ランド、南アフリカ、フランス、イ
タリア、ドイツ、スペイン、コスタ
リカ、中国

■時期・期間：
・語学学習が多い
・通年コースは毎週月曜日開講 ・無償インターン
・開催日指定プログラムは2014 ・ボランティア
年9月8日(月)または2015年1
月5日（月）から

3.カテゴリ

4.受入機関・実施プログラム例

5.学生に求める条件

5.学生の費用負担

■受入機関例：
・単位認定プログラムや奨学金給付プログラムに採用された大学が複数校あります
・語学や学習以外にも、インターンや専門性を磨くコースなどが充実

・特になし

コース費用／教材費／渡航費／保険代／ 特に制限はなし
現地生活費
等

6.受入可能な学生数

7.団体の特徴
1965年以来45年以上世界で語学学習や留学プログラムを提供。世界のネットワー
クを持ち、100カ国以上の国から参加者が集まる国際色豊かな教育機関です。各ラ
ンゲージ・センターにEFスタッフが駐在し滞在先での居心地や安全性のサポートを
行っています。

