
2021年度国際ボランティア・インターンシップ プログラム一覧 （オンライン）

プログラム名 FPT大学共催　オンライン国際ボランティア　［国際協力］
派遣先 日本国内から、オンラインにてプログラムに参加

概要
本学の協定校でベトナム最大のIT企業である「FPT Corporation」設立のFPT 大学がオンラインで実施する、ベトナム人学生との協働ワークショップに参加し、現地環境問題への
取り組みとしてのゴミ収集モデルの提案や英語教育支援を行う。

募集人数 5名
派遣期間 2021年8月9日（月）～9月3日（金）の4週間（プログラム開始の4週間前から週末の指定する土日にプレボランティアプログラムに参加必須）
経費 プログラム費は大学負担。通信費等は個人負担

プログラム名 GLMi共催　オンライン国際インターンシップ　［国際協力］
派遣先 日本国内から、オンラインにてプログラムに参加

概要
認定NPO法人ジーエルエムインスティチュート（GLMi）の活動に参加し、①夏から秋にかけて計画しているオンライン・スタディ・プログラムの企画・運営と②ウェブサイトやSNSで
の情報発信に携わるとともに、国際協力や持続可能な開発を行う学習プログラムを受ける。

募集人数 3名
派遣期間 2021年6月21日（月）～9月30日（木）の間で、主催団体より別途指示あり
経費 プログラム費は大学負担。通信費、国内研修参加のための移動費、研修中の食費は個人負担。

プログラム名 バベシュ・ボヤイ大学共催　オンライン国際インターンシップ　［公共・市民・民間セクター］
派遣先 日本国内から、オンラインにてプログラムに参加

概要
本学の協定校でルーマニアを代表する大学の一つであるバベシュ・ボヤイ大学（Babes-Bolyai University）との協力により、地元の公共・市民・民間セクターで３週間のオンライン
インターンシップを行う。受入先の企業は、参加者確定後、各学生の経験、スキル、希望業種・職種をバベシュ・ボヤイ 大学担当者が確認の上、決定する。

募集人数 3名
派遣期間 2021年8月23日（月）～9月10日（金）の3週間程度
経費 プログラム費は大学負担。通信費等は個人負担。

プログラム名 FPT大学共催　オンライン国際インターンシップ　［ビジネス］
派遣先 日本国内から、オンラインにてプログラムに参加

概要
本学の協定校でベトナム最大のIT企業である「FPT Corporation」が人材育成のために設立した FPT 大学との協力により、各受入先企業にて約4週間のオンラインインターンシッ
プを行います。 IT 分野をはじめ、経営戦略、人事、マーケティング、広報、など様々な分野でのオンラインインターンシップが可能です。

募集人数 5名
派遣期間 2021年8月9日（月）～9月3日（金）の4週間程度
経費 プログラム費は大学負担。通信費等は個人負担

プログラム名 FPT大学共催　オンライン国際ボランティア　［国際協力］
実施形式 日本国内から、オンラインにてプログラムに参加

概要
本学の協定校でベトナム最大のIT企業である「FPT Corporation」設立のFPT 大学がオンラインで実施する、ベトナム人学生との協働ワークショップに参加し、現地環境問題への
取り組みとしてのゴミ収集モデルの提案や英語教育支援を行う。

募集人数 3名
実施期間 2022年2月1日（火）～3月31日（木）のうち、4週間程度（プログラム開始の4週間前から週末の指定する土日にプレボランティアプログラムに参加必須）
経費 プログラム費は大学負担。通信費等は個人負担。

プログラム名 FPT大学共催　オンライン国際インターンシップ　［ビジネス］
実施形式 日本国内から、オンラインにてプログラムに参加

概要
本学の協定校でベトナム最大のIT企業である「FPT Corporation」が人材育成のために設立した FPT 大学との協力により、各受入先企業にて約4週間のオンラインインターンシッ
プを行います。 IT 分野をはじめ、経営戦略、人事、マーケティング、広報、など様々な分野でのオンラインインターンシップが可能です。

募集人数 3名
派遣期間 2022年2月1日（火）～3月31日（木）のうち、4週間程度
経費 プログラム費は大学負担。通信費等は個人負担。

プログラム名 安徽三聯学院共催　日本語・日本文化教育インターンシップ［教育］
派遣先 中華人民共和国　（安徽省・合肥市）

概要
安徽三聯学院における日本語学習クラスの支援活動、および学生間交流イベントを 通じて、日本語・日本文化教育の実践を積むとともに、互いの文化・社会についての理解を
深め、主体的に考え行動する力と異文化コミュニケーション能力の向上を図る。

募集人数 2名
派遣期間 2021年3月上旬から3週間程度。
経費 プログラム費、宿泊費、送迎費は大学が負担。渡航費、食費、ビザ取得費用、海外旅行保険は個人負担。

プログラム名 ベイラー大学共催　日本語・日本文化教育インターンシップ［教育］
派遣先 アメリカ合衆国　（テキサス州・ウェーコ/Waco）

概要
大学における日本語学習クラスの支援活動、協働フィールドワークおよび学生間交流イベントを 通じて、日本語・日本文化教育の実践を積むとともに、互いの文化・社会につい
ての理解を深め、コミュニケーション能力の向上を図る。

募集人数 2名
派遣期間 2021年2月上旬から4週間程度。
経費 プログラム費、宿泊費、保険費（米国で加入が必須なもの）、送迎費は大学が負担。渡航費、食費、ビザ取得費、海外旅行保険は個人負担。
奨学金 日本学生支援機構（JASSO）の給付型奨学金（8万円）への応募が可能。　※ただし、学内選考あり。※給付型とは、返済不要という意味です。

プログラム名 紀伊國屋書店共催　海外店舗インターンシップ　［ビジネス］
派遣先 マレーシア　（紀伊國屋書店・クアラルンプール店）

概要
海外展開する日系企業での実務研修（売場での接客、カスタマーサービス、在庫管理等）を通じて、グローバルに通用する実践力やビジネススキルを養う。海外店舗への派遣の
前に、日本国内にて1週間程度の国内店舗研修を行う。

募集人数 1名
派遣期間 2021年2月3日（水）～3月26日（金）のうち、1週間程度。
経費 プログラム費は大学負担。渡航費、宿泊費、食費、海外旅行保険は個人負担。

単位認定
対象

１．【夏季正課プログラム】　2021年8月1日（日）～9月16日（木）の間に実施
※グローバル教育センター主催のプログラムです。参加にあたり、書類・面接審査があります。

単位認定
対象

単位認定
対象

単位認定
対象

2021年4月

　◆プログラム毎に、派遣期間・地域・費用・応募条件等が異なります。詳細は、各プログラムの募集要項を確認してください。
　◆「１．」、「２．」は本学が主催の正課プログラム（単位認定、一部大学が費用を負担）、「３．」は外部団体が主催する紹介プログラム（単位認定なし、大学による費用負担なし）です。
　◆募集要項について、夏季プログラムは4月下旬頃、春季プログラムは10月頃に、グローバル教育センターのホームページおよび各キャンパスGラウンジで取得することができます。
　◆以下の一覧は、2021年4月時点の情報です。受け入れ先との調整状況により、プログラムが実施できなくなる場合や、 内容が一部変更になる可能性があります。予め、ご了承ください。

2．【春季正課プログラム】　2022年2月1日（火）～3月31日（木）の間に実施
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グローバル教育センター事務部グローバルラーニング課

は国際ボランティアを、 は国際インターンを意味します。
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新型コロナウィルス感染症流行に伴い、正課プログラムとしてのインターンプログラム実施は未定です。
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新型コロナウィルス感染症流行に伴い、正課プログラムとしてのインターンプログラム実施は未定です。

新型コロナウィルス感染症流行に伴い、正課プログラムとしてのインターンプログラム実施は未定です。
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2021年4月

　◆プログラム毎に、派遣期間・地域・費用・応募条件等が異なります。詳細は、各プログラムの募集要項を確認してください。
　◆「１．」、「２．」は本学が主催の正課プログラム（単位認定、一部大学が費用を負担）、「３．」は外部団体が主催する紹介プログラム（単位認定なし、大学による費用負担なし）です。
　◆募集要項について、夏季プログラムは4月下旬頃、春季プログラムは10月頃に、グローバル教育センターのホームページおよび各キャンパスGラウンジで取得することができます。
　◆以下の一覧は、2021年4月時点の情報です。受け入れ先との調整状況により、プログラムが実施できなくなる場合や、 内容が一部変更になる可能性があります。予め、ご了承ください。

グローバル教育センター事務部グローバルラーニング課

は国際ボランティアを、 は国際インターンを意味します。

プログラム名 NICE共催　国際ボランティア　［国際協力］
派遣先 東南アジア各国・日本国内

概要
特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター）が東南アジア各国および日本国内で実施している国際ワークキャンプ（世界各国からの参加者が共に暮らしなが
ら、住民と環境や福祉などに取り組むボランティア事業）に参加し、現地および海外からの参加者とボランティア活動を行う。

派遣期間 本学の夏季・春季休暇期間のうち、プログラムにより10日～2週間程度。
経費 全額個人負担

プログラム名 GIO CLUB　(旧エキサイトT&E）　主催　国際インターンシップ　［海外インターン型研修］
派遣先 オンライン

概要
企業から依頼される課題解決（PBL）にオンライン上で、 現地学生と共に取り組み、 バーチャルな環境で仕事するスキルを実践し、 グローバルな変革と激変に対応できる人材に
必要な 2 つのスキル、 「グローバル環境でのコミュニケーションに必要な異文化適応力」、 「デジタルトランスフォーメーションに対応するビジネススキルであるオンラインコミュニ
ケーション（リモートワーク）スキル」 をグローバルな環境で実践から学ぶ。

派遣期間 本学の夏季・春季休暇期間のうち、2週間程度。
経費 全額個人負担（特典：本学学生はプログラム正規料金から5,000円の割引）

プログラム名 アンコールタイガーFC/株式会社フォワード主催　国際インターンシップ　［スポーツビジネス］
派遣先 オンライン

概要 カンボジアの一部リーグ、アンコールタイガーFCの事業運営に関わる会議へ参加し、実在のスポンサーにサッカークラブを生かしたマーケティング活動の提案を行う。

派遣期間 本学の夏季・春季休暇期間のうち、5日間程度。
経費 全学個人負担（特典：本学学生は、実施1ケ月前までに申し込みを行えば、プログラム費用から10％を割引）

プログラム名 ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社 主催　国際インターンシップ　［海外研修］
派遣先 アメリカ合衆国

概要
日本にいながらにして、海外と繋がって、アメリカ現地の日系を中心とした旅行、貿易、流通、製造等の企業や、小学校、福祉施設などを実習先として働く、オンライン・アメリカイ
ンターンシッププログラム。自分に合ったインターンシップの日数・時間を調整可能。ロサンゼルスと日本との時差を上手に活用すれば、アルバイトや、クラブ・サークル活動など
の予定と並行して取り組むことができるプログラム。

派遣期間 本学の夏季・春季休暇期間のうち、週3日以上、全体で4週間45時間以上。
経費 全額個人負担（特典：本学学生は、開始1カ月前申込で全コース5%割引）

プログラム名 イントラックス主催　国際インターンシップ　［ビジネス（有給）］
派遣先 アメリカ合衆国

概要
世界の大学生を対象とし、世界自然遺産に指定されたアメリカの国立公園・アミューズメントパーク・ホテル・レストラン・大リーグ球場などで有給インターンシップを行う。業務内容
は、接客業務、運営アシスタント、ハウスキーピング、レストランスタッフ等。早期の申し込みで、割引（奨学金）あり。有給インターンシップ。

派遣期間 本学の夏季休暇期間のうち、6週間程度。 ※夏季限定になりますのでご注意下さい。
経費 全額個人負担（特典：本学学生は、受け入れ先との面接前に、スカイプ面接対策レッスンの追加２回分を無料で受講可能）

プログラム名 タイガーモブ株式会社主催　国際インターンシップ　［海外インターン型研修］
派遣先 欧米、アジア、中東、アフリカ、南米など世界各地

概要
実在する海外企業の業務を体験し、オンラインでもできる事業開発や商品企画、マーケティングや販売促進活動計画の立案をする。企業の立地する国は世界各国にあり、ビジ
ネスの分野やプログラムの内容により、参加者が選ぶことができる。インターン終了後には受入企業からのフィードバックを受けることができる。

派遣期間 本学の夏季・春季休暇期間のうち、2週間～1か月程度。
経費 全額個人負担（特典：本学学生は、2回目以降に同社のプログラムに参加する場合、一部のプログラムについては参加費が半額）
3.スケジュール変更について
上記の一覧について、スケジュール変更が生じた場合は、グローバル教育センターのホームページにて速やかにお知らせします。

問い合わせ先：　グローバル教育センター事務部グローバルラーニング課　担当：今野

Tel: 03-3264-4088 / Email: global@hosei.ac.jp

３．【紹介プログラム】　夏季休暇・春季休暇期間に実施
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主催団体にてプログラムを検討中です。

詳細は追って、グローバル教育センターHPにて公開予定です。

詳細はグローバル教育センターにお問い合わせください。


