短期から長期まで希望に合わせて参加できる、
カナダ・バンクーバー インターンシッププログラム
短期無給インターンシッププログラム
カナダ現地企業での仕事を通じて
キャリアを積んでステップアップを目指そう
大学生、社会人に人気のカナダ現地企業にて就労経験を積むインタ
ーンシッププログラム。就職活動の前に、キャリアアップのために、
グ
ローバル人材の第一歩としてなど、目的はさまざま。
カナダ人やさま
ざまな国籍のスタッフと接する事で、文化の違いや国際的な知識、
コ
ミュニケーション能力を身につける事が出来ます。今までの自分とは
違う自分にチャレンジ！
参加資格は日常会話レベルの英語力のみ。語学力よりもコミュニケ
ーションや積極性などが求められます。やる気と積極性がある方はど
なたでも参加可能。
日本では体験できない事を体験したい方、国際
的視野を広げてキャリアアップをしたい方にお勧めです。
●お申し込みの流れ
1.プログラムお申し込み
2.履歴書の提出
3.英語レベルチェック(スカイプ)
4.派遣先決定
5.面接(派遣先により異なる)
6.合否発表
7.お申し込み
(受け入れ先企業が見つからない場合は全額返金)

●過去の派遣先例

・NPO団体関連(オフィス、イベント業務)
・旅行、観光業(オフィス、マーケティング)
・語学学校オフィス業務
・語学学校ティーチャーアシスタント
・IT企業マーティング、翻訳業務
・チャイルドケア
・ホテルカスタマーサービス
・ギフトショップ
・飲食店

●参加資格

・19歳~35歳前後の男女
・日常会話以上の英会話力

●期間と料金
期間
４週間
８週間
１２週間

●参加費に含まれるもの

料金
＄２１８７
＄２９９９
＄３８１１

・インターンシップ手配
・空港ピックアップ(片道)
・ホームステイ手配
・ホームステイ滞在費(3食付)
・インターンシップ事前研修
・現地サポート(滞在期間中)

●参加費に含まれないもの

・往復航空券
・海外保険加入費
・現地交通費
・パスポート申請費
・ビザ申請料

短期から長 期まで希 望に合わせて参 加できる海 外インターンシップ

カナダ・バンフのホテルにて有給インターンシップ
◆観光地として有名なバンフにて有 給インターン
ポジションはハウスキーピング~フロントデスクなど様々なポジションあり。
はじめの面接により開始 のポジションは異なりますが、早い人で1ヶ月でプ
ロモート可能!

◆滞在は、ホテルのスタッフ寮! 値段もとってもお 得 !
ホテル専属の寮に滞在。(一日約$8~10程度)国籍は、オーストラリア、ヨーロ
ッパ、南米 など豊 富で、英語のレ ベルを上げるチャンスがいつでもあります!

◆未経験者大歓迎!やる気があれば誰でも挑 戦できます!
プログラム参加者は、心身共に健康であれば特に条件はなし!英語力は、日
常会話レ ベルから上級レ ベ ルまで参加できます。レ ベルによって与えられる
仕事が変わるので会話力があるとより良いです。

◆短期(3ヶ月)~長期(1 年間)まで期間はお 選びできます!
バンフは夏(大体5~9月まで)が繁忙シーズンのため夏は短期でも募集をし
ております。ただし、長 期のほうが様々な職種に触れるチャンスは増えると
いえます。

日程

食事

都市

1日目

成 田 発ーバンクーバーへ
【日付変更線通過】
バンクーバー到着 ★現地 係員(日本 人 ) が 空 港でお 出 迎えをし、
ホームステイ先までご案 内します。

朝：×
昼：×
夜：○

バンクーバー
(ホームステイ)

2日目

【時間未定】ダウンタウン内にある現 地オフィスにてオリエンテ
ーション ★カナダの生活について、滞 在 中の注 意 点、ボラン
ティアの心構えなど

朝：○
昼：○
夜：○

バンクーバー
(ホームステイ)

3日目
↓
5日目

マンツーマン英会話(滞在 中に4回 )
SINカード、銀行、身分証明など必 要 書 類 作 成

朝：○
昼：○
夜：○

バンクーバー
(ホームステイ)

6日目

ホームステイ チェックアウト
バンクーバー出発(交通機 関は、個 人 手 配。バス、飛 行 機など)

朝：○
昼：×
夜：×

バンクーバー
(ホームステイ)

7日目

バンフ到着
ホテル、寮チェックイン

なし

バンフ( 寮 )

8日目

インターン開始

なし

バンフ( 寮 )

プログラム

概要

カナダ・バンクーバーの幼稚園にてアシスタントティーチャーとして活動します。

CHILD CARE volunteer programin CANADA

現地の子どもたちと触れ合いながら、生きた英語を学べるボランティアです。
海外でスキルアップしたい方、教育の現場を見てみたい方、インターンに興味がある方
に最適のコースです。英語に不安がある方も、あいさつ程度の英語ができれば大丈夫。

英語力は積極性とジェスチャーでカバーできます。カナディアンの家庭でホームステイが
できるので、毎日英語漬けの生活ができます。

活動内容サンプル：デイケアセンターにて
※活動内容は派遣先デイケアセンターにより異なります
AM9:00~Play time/Activity

パズル、お絵描き、絵本、積み木など、子供達が各々やりたい事をして楽しみます。
子供達の遊び相手になったり、危険なことがないかどうかを見守ったりします。

子供達はよくおもちゃの取り合いになるので、その喧嘩の仲裁をしたりもします。

AM10:00~10:20Grouptime

グループタイムでは挨拶、物の呼び方、体の部位などを音楽に乗せて歌いながら勉強したり
絵本を使って人間の感情、友達と遊ぶ時のマナーなど様々なことを教えます。

AM10:20~Play time/Activity

AM11:15~Lunchtime

昼食の時間は子供達と一緒に食べ、最中に子供達がおかわりを欲しがったら配給の手伝いを

したりします。その際も、人にお願い事をするときのマナーを教えます。
PM12:00~Nap time
お昼寝の時間です。子供達が各々起きてきますが、まだ寝ている子が居るときは
皆静かに、というルールがあり、話す時は小声で話すように教えます。

PM15:00~

起床時間がきっちりと決められている訳ではないので、各々起きたら静かに好きな事をさせ
全員起きたら皆でまた遊んだり、少しおやつを食べたりしながら親御さんがお迎えに
くるのを待ちます。１７時前後に親御さんがお迎えに来て終了です。

ボランティア体験談
プログラム料金表

◇Kawai Sakikoさん (4週間チャイルドケアを経験)

行く回数を重ねるごとに、子供達が私に慣れ、一緒に遊ぼうと誘っ
てくれたりおやつの時に隣に座って、
と言ってくれたりするのがと
ても嬉しかったです。先生は子供達に分かりやすい英語を使うの
で、ペラペラではない私にとっても非常に分かりやすく、
また子供
達も言葉を覚え始めなので、一緒に英語の勉強をしているという
感じでした。ネイティブの子供の発音も、
と
ても勉強になりますよ。体力よりも精神力、
英語力よりも子供に関わろうという気持ち
が必要だと私は感じました。最初に大変だ
と感じた分、後から子供が可愛くなってくる
ので、
これから参加する方にもくじけず頑
張ってほしいと思います。

プログラム費に含まれてい
るもの

プログラム費用

【渡航前】カウンセリング、各種事務手続き、書類選考手配、
受入確認書

＄1501

通信・郵送費、現地生活
取寄せ、出発前オリエンテーション、海外送金代、
情報提供
【渡航後】現地にて海外生活オリエンテーション
空港送迎費(片道)、ホームステイ滞在費(2週間・3食付)

手配

現地での生活について
◇現地での滞在先
ホームステイ(個室・3食付)
研修先まで公共交通機関で通えるエリアの滞在先を手配します。
◇現地サポート
現地オフィスでの到着時オリエンテーションがあり、
生活に必要な基本情報を、現地スタッフが分かりやすく教えてく
れます。 パスポートをなくした! 道に迷った!などの緊急時に現地
スタッフを頼りにできます。

個別カウンセリング（無料）

専任カウンセラーがあなたの留学への疑問点や不明点を解消します。
また、ご希望に合った留学プランのアレンジや紹介を丁寧に行います。
留学の第一歩がここから始まります。どなたでもお気軽にご相談ください。
遠方の方にはお電話、メール、skypeでのカウンセリングも承っております。

求人広告 ‒ Intern Style Format
タイトル

NPO 団体でのボランティアワークショップ

事業内容

The Salvation Army イギリスを始め世界126カ国の国と地域で活動するキリスト教の団体

業種

ボランティア

語学力

Beginner~Advanced

募集人数
職種

オフィスワーク、事務アシスタント、イベント運営

国

カナダ

都市

バンクーバー

エリア

ダウンタウンほか (受け入れ時の状況によりインターン先のエリアは異なります)

交通の便

公共交通機関の利用が可能

給与

無給

期間

1日、短期(2週間~3ヶ月)、長期(6ヶ月~1年間)

就労ビザサポ なし
ートの可能性
オフィスワークアシスト、一般事務、データ入力、
フロントデスク業務、
フード支給
仕事内容
サービス、キッチンヘルプ、期間限定イベント運営など
応募条件

英語力(日常会話レベル)、中国語尚可

言語使用

英語環境

英語の使用機 英語:100%
会
企業種別

カナダ企業

従業員

N／A

企業規模

N／A

〈お問い合わせ・ご相談は〉

Study Abroad
Center

ＩＢ留学センター

研修企画：IB 留学センター

〒273-0012 千葉県船橋市浜町 2-2-7 ビビット南船橋４F

TEL：047-407-2546

FAX 047-411-7761

E-mail：ryugaku@ib-group.jp

