インターサポート

就職活動とキャリアアップの特効薬

海外インターンシップ・ボランティア ２０１７
海外インターンシップ・ボランティアは就職活動やキャリアアップに役立つと高い評価を得ています。
経験は大きな自信となり、可能性を広げてくれます。
インターサポートでは、出発前と帰国後に丁寧なキャリアカウンセリングを行い、一人ひとりのキャリアプラン
を応援しています。

知識が増え、視野が広がる！

苦労した分だけ成長する！

就職活動に自信が持てる！

海外での職場体験や様々な人との
出会いは、あなたの視野を広げ、自
分自身を見つめ直すきっかけになり
ます。

海外での挑戦は楽しいことだけでは
ありません。苦労を乗り越え、やり遂
げた時に得られる達成感が自信に
変わります。

履歴書にかけるような成功体験をす
ることで、自分のアピールポイントが
明確になり、就活に自信を持って臨
むことができます。

英語研修＋日本語教師アシスタント(無給)
日本語教師アシスタント(無給)
オーストラリア／ブリスベン

英語力：初中級程度
スタート日：毎週月曜日
ボランティア：週3～5日
英語研修：週20時間
ホームステイ：週21食
土・日曜IN/土・日曜OUT

海外の小中学校で日本語を教えよう

小中高校で日本語の先生体験

学校 ： International College of Queensland
Australia (ICQA)

派遣先の多くは現地の先生が日本語のクラス
を受け持っているので、授業のアイディアを提
案すると喜ばれます。参加者の能力や適正に
応じて活動内容は臨機応変に対応可能。日本
人が少ない環境で英語力アップを目指しましょ
う。現地日本人スタッフのサポートを受けられ
るので安心です。

学校で英語を勉強してからボランティアに参
加します。資格や経験、英語力がなくても熱
意と積極性があれば参加できます。ボラン
ティア開始前に日本人スタッフが派遣校スタッ
フへご紹介しますので安心です。
*ブルーカードの申請が必要なため、ご出発の8週
間前までのお申込みが必要です。

★主な活動 授業進行の手伝い、読み書きの
指導など

英語研修 1週間 ＋ ボランティア 1週間 \251,000
英語研修 1週間 ＋ ボランティア 2週間 \279,000
英語研修 2週間 ＋ ボランティア 2週間 \343,000

英語力：初中級程度
スタート日：毎週月曜日
ボランティア：週5日
ホームステイ：週16食
土・日曜IN/土・日曜OUT

2週間 \207,000

＊空港出迎え(片道)が含まれます。

*ブルーカードの申請が必要なため、ご出発の8週
間前までのお申込みが必要です。

★主な活動 授業進行の手伝い、教材作り、
日本文化を伝える授業と行事参加など

3週間 \232,000

チャイルドケア(無給)
カナダ／サレー

1週間 \132,000

ニュージーランド／オークランド

子どもと遊びを通して英語を使ってみよう

ニュージーランド流の幼児教育を体験しよう

バンクーバー郊外のチャイルドケアセンターで
のボランティア。様々な人種が暮らすバンクー
バーエリアは、子供たちの人種も多様なので
日本人のアシスタントにもすぐ馴染みます。子
供に目線を合わせて、しっかり話を聞いてあ
げましょう。資格は一切必要ありません。

幼児教育経験者、英語教師を目指す方などに
お薦めします。ボランティア開始前に英語学校
に通い、英語や現地での生活に慣れてからボ
ランティアが開始できるので安心です。
未経験者は先生の指示に従って子供の面倒
を見るようになります。

*現地での健康診断が必要な場合があります(有
料)。

土・日曜IN/土・日曜OUT(変更可)

4週間 \257,000

＊空港送迎(片道)が含まれます。

チャイルドケア(無給)

英語力：初級以上
スタート日：随時
ボランティア：週5日
ホームステイ：週21食

オーストラリア／ブリスベン

★主な活動 子供の遊び相手、散歩や食事
の時間の手伝いなど

2週間 \161,000

＊空港出迎え(往復)が含まれます。

3週間 \189,000

4週間 \217,000

英語力：初級以上
スタート日：毎週月曜日
ボランティア：週5日
ホームステイ：週16食
日曜IN/日曜OUT(変更可)

2週間 \229,000

＊19歳以上の心身ともに健康でコミュニケーション
能力のある方で、性別や資格、英語力は問いませ
ん。

★主な活動 2～5歳の子供の世話(遊び相
手、散歩や食事の時間の手伝い)など
3週間 \249,000

4週間 \279,000

＊空港送迎(片道)が含まれます。

料金に含まれるもの：安心サポート料、インターンシップ・ボランティア手配料、ホームステイ代、語学研修付きプログラムの場合学校費用

インターンシップ(無給)

アメリカ／サンフランシスコ
キャリアアップや就活に活かせる海外職業体験
世界のビジネスの中心アメリカでインターンシップ経験を積むことができま
す。インターンシップが盛んな土地なので、ご希望や英語力に合わせて
様々な職種、業種の中からご紹介いたします。英語力が低い方にもイン
ターンシップ先があり、社会人の方のキャリアアップや、大学生の方の就職
活動に役立つ経験になります。バイリンガル専任カウンセラーが無料の電
話カウンセリングを行い、現地での生活に関するご質問や現実的な研修先
の絞込みを行ってくれます。

英語力：TOEIC400点以上
スタート日：毎週月曜日
インターンシップ：週5日
ホームステイ：週14食
土・日曜IN/土・日曜OUT(変更可)

★職種・業種：輸出・貿易、出版社、アパレル、流通、食品会社、旅行会社、
ホテル、広告、建築、インテリアデザイン、IT企業、美容サロンなど
※ただし、お客様が学ばれている専門学部・専門学科と関連があり、将来
の目標につながる会社・団体での実務研修となります。求められる経験や
スキルは様々で、英語よりも日本語を多く使う職場もあります。

大学生
社会人

2週間 \332,000
2週間 \368,000

3週間 \362,000
3週間 \398,000

4週間 \404,000
4週間 \440,000

＊空港送迎(片道)が含まれます。

アニマルセラピー(無給)

オーストラリア／ブリスベン
障がい児ための乗馬センターでアニマルセラピー
障がい児のリハビリのための乗馬センターでのボランティアです。動物とふ
れあうことにより心が癒され、イライラや不安が解消されることが知られてい
ます。乗馬センターには、身体障害や知的障害を持つ子供たちが訪れ、乗
馬を通して身体・精神面でのリハビリを行っています。ボランティア内容は、
参加者のヘルメットやブーツの着脱のお手伝い、騎馬時のサポート、引き
馬、レッスンのお手伝いなど、状況に応じて様々な活動があります。ボラン
ティアでは、言葉以外に笑顔やボディータッチによるコミュニケーションも大
切になります。
*ブルーカードの申請が必要なため、ご出発の8週間前までのお申込みが必要です。

英語力：初級以上
スタート日：毎週火曜日
ボランティア：週4日
ホームステイ：週16食

★主な活動 来園者の到着・出発時のサポート、施設内での業務アシスタ
ント、騎馬時のお手伝い、引き馬など

土・日曜IN/土・日曜OUT(変更可)

2週間 \207,000

3週間 \232,000

4週間 \257,000

＊空港送迎(片道)が含まれます。

英語研修＋動物園(無給)

英語力：初級以上
スタート日：空き状況による
ボランティア：週5日
英語研修：週20時間
ホームステイ：週21食
土・日曜IN/土・日曜OUT

オーストラリア／ブリスベン

英語研修＋ソーシャルインターンシップ(無給) インド/ニューデリー

動物園でアニマルケア

英語学習とインドでのボランティア体験

学校 ： International College of Queensland
Australia (ICQA)

学校 ： ILSC Education Group

カナダに本校があるILSCニューデリー校では
しっかり英語研修をした後に、インドの女性、
青年、子ども向けの教育機関や環境保護の
団体でソーシャルインターンシップができま
英語力：中級以上
す。期間中は担当のコーディネーターが全面
スタート日：月3回
インターンシップ：週5日程度 的にサポートしてくれるので安心です。英語研
修は４週間から、インターンシップは4週間から
英語研修：週27時間
参加できます。
ホームステイ：週14食
★主な活動 NPO機関での教育アシスタント
★主な活動 コアラ・カンガルー・鳥類などの
ビザ：観光ビザ
やデータ入力、提案書作成などの事務、マー
エサの準備、小屋の掃除、日本人観光客の案
土曜IN/土曜OUT
ケティング、テクニカルアシスタントなど
内など
ブリスベン市内の便利な場所にある英語学校
に通ったあと、ボランティアに参加するプログ
ラムです。動物が好きな方なら経験や資格が
なくてもご参加いただけます。動物園ではコア
ラやカンガルーなどのオーストラリア特有の動
物たちの世話をしながらふれあいます。

英語研修 1週間 ＋ ボランティア 1週間 \274,000
英語研修 1週間 ＋ ボランティア 2週間 \302,000
英語研修 2週間 ＋ ボランティア 2週間 \365,000

英語研修4週間 ＋ インターンシップ4週間 \386,000

＊空港出迎え(片道)が含まれます。

＊空港出迎(往復)が含まれます。

ホームページも
ぜひご覧ください！

www.ispt.co.jp

(株)インターサポート
宮城県知事登録旅行業3-234号

〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル3F
Tel: 022-214-6115

Fax: 022-214-6117

E-mail: info@ispt.co.jp

営業時間：平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み

