
現地日本人サポート 

現地滞在中はOKC現地オフィスと経験豊富な日本人アドバイザーが、皆さんの海外

生活をサポートいたします。生活面だけでなく、メンタル面も含めケアをし、グロ

ーバル人材を目指す研修の成功をサポートします。海外での生活や学校、ホームス

テイでの出来事など、どんなことでも、お気軽にご相談いただき、心配や不安を一

緒に解消していきます。 SYDNEY 
シドニー 

AUCKLAND 
オークランド 

OKC現地日本人アドバイザーサポート 

◆空港出迎え 

各ホームステイ先への送り 

◆現地オリエンテーション 

ホームステイやインターンシップの心構え 

郵便局の使い方等 

◆カウンセリング 

ホームステイ・生活全般・ホームシック 

友人関係・英語力・学校生活等 

◆緊急時の24時間体制のサポート 

病気やケガ、事故・災害・犯罪に巻き込まれたとき 

  

新宿 
第一生命
ビル  

郵便局  

工学院大学  
京王 
プラザ 
ホテル  

安田 
生命  

スバルビル  

新宿 
三井ビル  

新宿 
住友ビル  

センチュリー 
ハイアット  

東京医科大学病院  野村ビル  

安田火災 
海上ビル  

都庁 
第一庁舎 

都庁 
第二庁舎  

都議 
会棟 

ＮＳ 
ビル 

KDD 

新宿センタービル ３９階  
JR

 

大ガード 

小
田
急
百
貨
店 

京
王
百
貨
店 

  

西口 

地下センター） 

阪急 
百貨店 

富国生命 
ビル 

阪急 
百貨店 

梅田ビル 

新阪急 
ビル 第１生命 

ビル  

マルビル  第４ビル  

第１ビル  第２ビル  

中央  
郵便局  

新阪神ビル  

大阪駅前第３ビル ３０階 

東京オフィス 

03-3340-5300 
okc@koryu.co.jp 

〒163-0639 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル39階 

FAX：03-3340-5327 

営業時間  

10：00～19：00（月－金） / 11：00～18：00（第2・4土曜日） 
休業 ：第1・3・5土曜日・日曜日・祝日 

大阪オフィス 

06-6341-8248 
okcosa@koryu.co.jp 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1 大阪駅前第3ビル30階 

FAX：06-6341-8143 

営業時間  

10：00～19：00（月－金） / 11：00～18：00（第2・4土曜日） 
休業 ：第1・3・5土曜日・日曜日・祝日 

OKCについて 

30年以上の豊富な実績  

海外約700の教育機関の日本窓口としての豊富な実績。インターンシップ先、ボランティア先は約600の企業、団
体と提携があります。 

オーストラリア政府から受賞  

OKCはJAOS海外留学協議会の正会員として留学業務の適正と業界の向上に寄与しております。あわせてJAFSA国際
教育交流協議会の会員として交流活動に関わっております。また、長年の実績を評価され、オーストラリア政府
より留学団体では唯一、教育分野におけるビジネスアワードを受賞いたしました。公的機関からも多くの信頼を
いただいております。 

現地オフィスで安心のサポート  

OKC直営の現地オフィスが、到着時から帰国時まで安心のサポートをします。 

時代は世界に通用する人材を求めています!! 

オーストラリアン・ビジネス・アワード受賞 

一般社団法人 海外留学協議会（JAOS）正会員 

NPO法人 国際教育交流協議会（JAFSA）賛助会員 

NPO法人 日本インターンシップ推進協会（JIPC）会員 
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プログラムの特徴 

インターンシップ・ボランティア先の種類 

外資系企業、日系企業、旅行代理店、ホテル、クルーズ会社、メディア関係、マルチメディア関係、 
幼稚園/託児所、日本語教師アシスタント、環境保護・動物保護活動 など 約600団体 

語学研修 

人気の語学学校の国際クラス 

英語圏 

約600団体のインターンシップ先を手配 

安心の現地サポート 

日本人スタッフの安心24時間サポート  

修了書・評価表 

OKCのプログラムでは、インターンシップ・ボランティア終了後

に、海外の企業や団体で働いた証明となる修了書と、受入先から

のご本人の評価表を、派遣終了後にお渡ししています。 

就職活動の際に、これらのコピーを履歴書に添付して提出し、企

業にアピールすることができます！ 

修了書 評価表 
【 修了書＋評価表で就職活動に有利！ 】 

現地受入れ団体に聞く 

“ここでの仕事は多岐に渡ります。PCを使用しての保護地区の地図作成、文化遺産の登録、
分類のデジタル化、パンフレットの準備などです。また、画像イメージの処理やデータ入力
などの業務もあります。ここでインターンシップをしてくれた日本の学生たちは、National 
Trustの仕事に大いに貢献してくれました。また、彼らにとっては、オーストラリアの遺産を
より深く知る良い機会にもなったことでしょう。”  

“当社は世界中からインターンシップ生を受け入れていますが、特に日本からの学生は素晴ら
しい活躍を見せてくれます。積極的に仕事に取り組む姿勢と向上心には、私たちも大変感心
しております。 
このプログラムは参加した学生だけでなく、我々のお得意様やキャプテンクッククルーズ社
にとっても今後の大きな糧となるでしょう。今後もたくさんの日本人学生のインターンシッ
プ受入れができることを、楽しみにしています。” 

“日本語教師アシスタントとして6週間インターンシップ生の受け入れをしました。 
教材作成などの授業準備から授業中の補助まで、多くの場面で活躍してくれました。自分は
何が出来るのかを常に考え、率先して取り組む姿には大変感銘を受けました。もちろんクラ
スの生徒たちからも大人気でした。是非、将来日本語教師として活躍して欲しいです。” 

「日本の学生さんはどうでしたか？」 

 

 

 

 

日本語クラス教師

 

最近よく耳にする【グローバル人材】 “英語を話せる” “海外で活躍する” など様々な
ことが考えられますが、どうしたらグローバル人材の一員になれるのでしょうか。 
将来、世界という大きな舞台で活躍したい、自分の可能性を広げたい方は海外インター
ンシップ・ボランティアに挑戦してみませんか？ 

インターンシップ 
・ボランティア 
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一般企業でインターンシップ 

世界のビジネス現場を体験しよう！ 

同業のキャリアアップを目指している方、もっと自分にあう仕事を探してキャリアチェンジを考えている方、 
海外で自分がどれだけ通用するかチャレンジしたい方など、 

ビジネス・インターンは自分の可能性に挑戦してビジネススキルを磨くプログラムです。 

インターンシップ先は、日本語を 

話せる方が一人もいなかったので、英語しか通じない環境でし

た。そのため、自分の意見を伝えられなかったり、相手の話が

分からなくて悔しい思いを数え切れないほど経験しました。し

かしそれでも、インターンシップ先の方たちは分かりやすく丁

寧に話してくれたため、リスニング力も向上し徐々に話も盛り

上がるようになりました。この１ヶ月間、諦めないで何事にも

積極的にチャレンジをした結果、英語力も向上したと思います

。私にとっては最高のインターンシップでした。 

Marcus Evans 
ビジネスインターンに参加 

阿久津 弘貴さん 

受付の補助やクレジットカードの処理 

会議室の点検、スタッフの出欠管理など 

どんなことするの？ 同僚との打ち合せ 

働いているのはMarcus Evans 
まずは、今日の予定を聞いて仕

事の段取りを決めます。 

Q：どのくらい英語を使う機会がありましたか？ 

A：指示されるときや質問・雑談全てが英語でした。 

Q：経験を、今後どのように活かすことができそうですか？ 

A：インターンシップでは、何事も積極的にチャレンジすること

をモットーにしていました。その結果、行動を起こすことが

何より大切だということが分かりました。今後、チャレンジ

することを恐れず、積極的に行動していきたい。 

旅行代理店でインターンシップ 

09:00 ：出勤 
朝礼後、タリフ整理やリポートプリント業務。 

10:00 ：次のツアーについての打ち合わせ 
ツアーに合わせて、仕事の段取りを整えます。 

12:00 ：ランチタイム 
ランチタイムは気分転換で外へ。 

13:00 ：午後の仕事開始 
ツアーのアテンド業務やホテルなどへの視察。 

16:30 ：空港チェックインのアシスタント 
帰国するお客様のチェックインアシスタントのお手伝い。 

18:00 ：帰宅 

憧れのツアーガイド体験で、帰国後の就職につなげよう！ 

ガイドの仕事は観光やビジネスを目的として旅行するお客様に同行し、お客様が安全に楽しい旅が出来るよう 
気配りをしながら決められた日程やサービスを提供できるように旅行日程を管理する仕事です。 

この体験コースは、現地の旅行業やガイドについて学び、実際にプロのガイド体験が出来るプログラムです。 

今回はNavi Outdoor Toursの方に 

２週間お世話になりました。仕事としてはオフシーズンなので

ツアーの仕事は決して多いとは言えないですが、ツアーに必要

な下済みの作業など旅行業については大事なことをたくさん教

えていただいています。会社の皆さまはとても明るくとてもア

ットホームで楽しくお仕事をさせていただいています。自分の

足りないところがたくさん見えてきてこれから勉強しなければ

ならないことが明確になってきました。毎日が勉強です。大変

でしたが一生懸命頑張って自分のプラスになりました。 

オークランドの旅行代理店で、
ツアーガイドに挑戦 

神谷 万希さん 

ガイドの基本知識を事前に習得後、 

プロのガイドに同行してガイド体験 

どんなことするの？ 

オークランドの旅行代理店でインターンシップ 

ホテルでインターンシップ 

海外のホテルでサービスについて学ぼう！ 

同業のキャリアアップを目指している方、もっと自分にあう仕事を探してキャリアチェンジを考えている方、 
海外で自分がどれだけ通用するかチャレンジしたい方など、 

ビジネス・インターンは自分の可能性に挑戦してビジネススキルを磨くプログラムです。 

Concierge Porter 

ドアの開閉、タクシーの呼び出し、受入 

清掃、荷物の預かり・収納など 

どんなことするの？ 

日本語教師アシスタントでインターンシップ 

現地の小・中・高校生に 
日本文化や日本語の楽しさを教えてみませんか！ 

オーストラリア・ニュージーランドの小学校、中・高校で先生のアシスタントをするプログラムです。 
日本語教育に興味のある方、海外の教育現場を見てみたい方、未経験者でも参加できるプログラムです。 

大規模な学校なので多くの教師・ 

生徒やスタッフの方がいらっしゃいました。はじめは“よそ者”

のように見られていた気がします。自分からコミュニケーショ

ンを取っていかないと非常にもったいないと思いました。自分

のこと、相手のことを少しでも知ること、知ってもらうことが

出来たら、楽しい職場になって行きました。この経験は日本で

も活かせると思いました。仕事は毎日楽しかったです。日本語

を英語で説明する難しさと戦っていましたが、伝わって彼らが

「分かった！」という顔を見せてくれたときは本当に嬉しかっ

たです。 

Sancta Maria Collegeで日本語
教師アシスタント体験 

高橋 和歌子さん 

現地小学校、中高校の日本語の授業 

で先生のアシスタントと教材の準備 

どんなことするの？ クラスみんなで記念撮影！ 

日本の文化。 
浴衣を授業のプログラムとし
て生徒たちに紹介。 

日本で今回のインターンシップと同じ 

様なセクションでアルバイトをしてい 

る経験があったのと、一緒に働いてい 

る仲間が皆いい方たちでしたのでやり 

切ることが出来ました。今回は、自分 

がアルバイトをしていた日本のホテルと異なる部分をたくさん目

の当たりにし、その比較出来たことが一番の勉強になりました。 

シドニーの『Amora Hotel』で
ビジネスインターンに参加 

三地澤 拓也さん 

インターンシップ先でのQ＆A 

Q：自分の経験として役に立つと思いますか？ 

A：イメージとは違った日本語教育を身をもって経験できたこと

は、私の将来の選択に大きな影響を与えたと思います。そし

て、言語を一から教えることの難しさに直面し、自分の未熟

さも痛感することも出来ました。 

Q：インターンシップの期間はどう感じましたか？ 

A：2週間では出来ることも限られていて心残りなことも多くあ

ります。でも、2週間でここまで生徒たちの距離が縮められ

たことや、やりがいを感じることが出来たことは本当に満足

しています。 

日本語教師アシスタントでのQ＆A 

Q：経験を今後どのように活かすことができそうですか？ 

A：様々な国の人たちで構成されている今回の職場で働いた経験

は、現在アルバイトで働いているホテルではもちろん、将来

就いた職業においても、コミュニケーションの場面で活かせ

ることができると思います。 

インターンシップ先でのQ＆A 

インターンシップ中の三地澤さん 
Porterとして頑張っています。 

非常に働きやすい環境でした。生徒たちはとてもフレンドリーで積

極的でした！日本語教育に直接携われるので、良い経験をつむこと

が出来たと思います。 

お客様を迎える前に打合せ 

今日周るオークランドの観光
スポットと時間をプロのツア
ーガイドの方から習います。 

旅行代理店での1日に密着 
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この体験コースは、現地の旅行業やガイドについて学び、実際にプロのガイド体験が出来るプログラムです。 
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ツアーガイドに挑戦 

神谷 万希さん 
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プロのガイドに同行してガイド体験 
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Concierge Porter 
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どんなことするの？ 

日本語教師アシスタントでインターンシップ 

現地の小・中・高校生に 
日本文化や日本語の楽しさを教えてみませんか！ 

オーストラリア・ニュージーランドの小学校、中・高校で先生のアシスタントをするプログラムです。 
日本語教育に興味のある方、海外の教育現場を見てみたい方、未経験者でも参加できるプログラムです。 
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動物保護でインターンシップ 

07:00 ：ホームステイ先から出発 
職場は服装も大事！ なるべく汚れてもよい格好で 

09:30 ：カンガルー担当 
まずは掃除(ふん、食べ残し、落ち葉拾い、飲み水をきれい
にする)からはじめます。 

10:30 ：カンガルーの食事作り 

11:30 ：カンガルーとワラビーに餌を与える 
美味しそうに食べてくれました！ 

15:30 ：後片付けをして終了！ 

17:30 ：キャンプ場に戻り夕食 

その国にしかいない動物保護活動プロジェクトで、現地の人々と交流を深めよう！ 

自然保護に対する関心が高まる一方で、世界各地で動物保護のボランティア活動が盛んに行われています。 
その国にしか生息しない動植物の保護活動に参加してみませんか。 

海外旅行や留学とは一味違ったかんどう体験があなたを待っています。 

語学学校終了後、週３日のペース 

で朝8時から15時30分まで野生動物保護区で働きました。言葉

の壁は多少ありましたが、スタッフがとても親切だったのです

ぐに環境に慣れることができました。主な仕事は、園内の掃除

や動物の食事作りでした。カンガルーなどの住まい掃除は、枯

れ草を古いものから新しいものに代えなくてはいけなかったた

め、とても重労働でした。ローンパインの仕事は力仕事が多く

て大変でしたが、特に苦は思いませんでした。これもあたたか

いスタッフと充実した仕事内容だったからと思います。 

ブリスベンのローンパイン保護
区で動物ボランティアに参加 

谷口 恭子さん 

●保護された動物の世話 

●小屋の掃除や餌やり 

●野生動物の生態調査 

どんなことするの？ こんな人におすすめ！ 

動物が好きな方、世話好き
な方、日本にいない動物と
触れ合いたい方。 

ローンパイン保護区(オーストラリア)で動物ボランティアに参加 

環境保護でボランティア 

世界中から集まる仲間と一緒に環境保護活動に参加してみませんか！ 

世界中でその場所にしか原生しない生態系保護のための取り組みが世界各国で盛んに行われています。 
世界各地から集まるボランティア仲間とともに環境保護活動を行い、交流を深めることが出来るプログラムです。 

学校で学ぶこととは違い、実際に現場で仲間と協力し合いながら学べる、実践型プログラムです。 

日本人がほぼいなかったのでいろ 

いろと苦労しました…。 しかし、スタッフの方々がとても親切

に対応して下さったので活動しやすかったです。毎日いろいろ

な場所に連れて行ってくれたので、楽しく行うことができまし

た。この滞在生活をする前は不安しかありませんでした。しか

し、家族やOKCスタッフの方々が後押しをしてくれたので足を

踏み入れることができました。日本では体験出来ないことが数

えきれないほどあったので、毎日が新鮮で忘れることはこれか

ら先ないでしょう。この経験を活かし、将来は海外での就職を

目標に頑張っていきたいです。 

ブリスベンで環境保護ボランテ
ィアに参加 

鳥谷部 隼輔さん 

●生態系保護のための植林活動 

●希少植物保護のための除草・管理作業 

どんなことするの？ 

社会福祉でインターンシップ 

09:00 ：老人ホームへ移動 

09:30 ：ボランティア活動開始！ 
まずは、元気にあいさつから。 

10:30 ：リビングルームでリラックス 
気持ちよさそうに日向ぼっこ。 

12:00 ：お昼の時間です！ 
今日のお昼は何かな？ 

13:30 ：お昼寝の準備をお手伝い 

16:00 ：ホームステイ先へ帰宅 

社会福祉の先進国で、インターンシップ体験！ 

社会福祉の先進国であるオーストラリア・ニュージーランドの病院や老人ホームで高齢者や小児患者の介助補助、 
レクリエーションのお手伝いをします。将来のお仕事として考えられている方、未経験者の方でも参加できます。 

日本でホームヘルパー２級の勉強 

をしましたが、英語には自信がなくとても不安でした。でも活

動をしていく中で、私でも出来ることがたくさんあることに気

付き、あまり無理をせず、自分にできることをやっていこと決

めました。派遣先のスタッフもとても親切で、相談にもよくの

ってくれました。自分がこんな人の役に立てるとは思っていな

かったので、とても嬉しくて充実した活動を行うことができま

した。この体験を生かしてより上を目指し、ホームヘルパー１

級や介護福祉士の資格を取れるように頑張りたいです。 

シドニーの老人ホームで社会福
祉ボランティアに参加 

藤田 明日香さん 

●老人ホームでの介護アシスタント 

●福祉施設内での事務や清掃作業 

●施設でレクリエーション企画や話し相手 

どんなことするの？ 

老人ホームでのボランティア(オーストラリア) 

幼児教育アシスタントでボランティア 

09:00 ：派遣先幼稚園へ。遊具(絵の具、紙、粘土など)を準備 

09:30 ：一緒にお遊戯、お絵かき 
人見知り・やんちゃな子が様々いるのは、日本と一緒です。 

10:45 ：クリスマス会の劇の練習 

12:00 ：ランチ・休憩 
子どもたちと食事。安全に気をつけながら楽しみます。 

13:00 ：子どものお昼寝に添い寝 

14:00 ：日本の童謡を教える 
大きな声で一緒に歌います。 

16:00 ：後片付け 

17:30 ：先生仲間と会食＆反省会 

海外の幼児施設で、かわいい子供たちのお世話をしながら文化交流をしよう！ 

海外の保育園や幼稚園で先生のアシスタントをするプログラムです。 
幼児教育関係の仕事に進まれたい方、海外の教育現場を見てみたい方、また子供が大好きな方にお勧めです。 

海外旅行や留学生とは一味違った感動体験をしてみませんか。 
 

一度旅行で行ったオーストラリア 

が大変気に入り、今度は長期で行きたくなり、再度渡豪しまし

た。せっかくの長期滞在なのだから、保育士の資格を活かして

幼稚園でのボランティアに参加してみました。英語がなかなか

通じなくて、子供たちとコミュニケーションをとるのに時間が

かかりましたが、先生やお母さん達の人柄がよく、楽しくボラ

ンティアをすることができました。また、「国は違っても子供

はどこでも同じだな」と実感しました。今はまたオーストラリ

アに行って、ずっと生活したいという気持ちでいっぱいです。 
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どんなことするの？ お遊戯の時間ですよ！ 
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お遊戯の練習。劇用の衣装に着
替えてハイポーズ。 
練習が終わったらみんなリラッ
クス気分。 
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ブリスベンで語学留学及びインターンシップを行いました。私
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タッフの方のサポートが必須でしたが、おかげでとても充実し

た時間を過ごすことが出来ました。 

現地での最初の2週間は、シティの中心部にあるLangports 
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幼児教育アシスタントの1日に密着 

語学学校に通ってみて 
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一度旅行で行ったオーストラリア 

が大変気に入り、今度は長期で行きたくなり、再度渡豪しまし

た。せっかくの長期滞在なのだから、保育士の資格を活かして

幼稚園でのボランティアに参加してみました。英語がなかなか

通じなくて、子供たちとコミュニケーションをとるのに時間が

かかりましたが、先生やお母さん達の人柄がよく、楽しくボラ

ンティアをすることができました。また、「国は違っても子供

はどこでも同じだな」と実感しました。今はまたオーストラリ

アに行って、ずっと生活したいという気持ちでいっぱいです。 

シドニーの幼稚園で幼児教育ボ
ランティアに参加 

立田 裕美さん 

●子供たちへ日本の遊びや文化紹介 

●チャイルドケアセンターなどでのお世話 

●幼稚園などでの先生のアシスタント 

どんなことするの？ お遊戯の時間ですよ！ 

今日はクリスマス会に向けての
お遊戯の練習。劇用の衣装に着
替えてハイポーズ。 
練習が終わったらみんなリラッ
クス気分。 

Pre-School（幼稚園）でのインターンシップ(オーストラリア) 

ブリスベンで語学留学及びインターンシップを行いました。私

自身このようなことを今までしたことがなかったので、OKCス

タッフの方のサポートが必須でしたが、おかげでとても充実し

た時間を過ごすことが出来ました。 

現地での最初の2週間は、シティの中心部にあるLangports 

English Language Collegeで英語を学びました。この学校には

英語以外使用禁止というルールがあり、厳しいながらも楽しく

勉強できました。放課後には学校の友人と出掛けたりショッピ

ングをしたりと素晴らしい時間も過ごすことが出来ました。 

動物保護での1日に密着 社会福祉の1日に密着 

幼児教育アシスタントの1日に密着 

語学学校に通ってみて 
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インターンシップを実施してみて 

“実践英語研修と組み合わせた海外インターンシップに対する学生のニーズは年々高ま
り、希望する職種も多義に渡るようになってきました。 
親日的な観光大国オーストラリアでは、一般企業のみならず旅行者やホテル、小学校
の日本語クラス、コアラの飼育園など、参加者それぞれの憧れの職業を実体験するこ
とができ、夢が現実に一歩近づきました。”  

名古屋学院大学 国際交流センター課長

萩巣 秀樹 氏

幼児教育アシスタント 

齋藤 茉莉 さん 

最初は異国の、しかも小さい子供た
ちが相手ということでとても不安で
したが、私をとても慕ってくれ本当
に可愛かったです。そして子供たち 

との遊びの中でさえ文化の違いを多々感じました。 

ホテル 

田中 あずさ さん 

シドニー中心部ハイドパーク沿
い に あ る ５ ツ 星 ホ テ ル 、
Sydney Marriott Hotelでレセ
プション、客室清掃業務などを
体験しました。 

服飾関係 

太田 将貴 さん 

ブリスベンの洋服店で２週間インターンシップを
しました。出発前から服飾系にとても興味があり
、どうしても服飾系に就きたかったので、派遣先
が決まった時はとても嬉しかったです。インター
ンシップでは、接客から店内の清掃、マネキンに 

服を着せたりポスターの張替えなどをしました。初めは英語がわかり
ませんでしたが、徐々に慣れ、たくさんのお客さんが僕の名前を覚え
てくれて会話が出来たのが嬉しかったです。 

インターンシップ体験談 

旅行代理店 

鈴木 ひとみ さん 

旅行に関して何の知識もない私でし
たが、スタッフの方々のサポートの
おかげで、どんな仕事でもチャレン
ジしてみることの大切さを学びまし 

た！この貴重な経験で学び得たことは、日々の生活でも活かされてい
ます。 

学校事務 

伊藤 紗絵 さん 

語学学校とは一味違う、よりリアル
な英語を勉強することができました
。インターンシップを通して、自分
の英語力に自信が持て、積極的な行 

動をとれるようになりました。帰国してからもこの経験は色々なとこ
ろで役に立っています！ 

日本語教師アシスタント 

諏訪野 亜実 さん 

女子高校が私の派遣先でした。仕事
内容も特に言われることもなく、は
じめは何をすればいいいのかわから
ない、女子高生は怖いなぁ、という
のが最初の印象でした。でも、日本
語を生徒たちに教えるのは本当に楽
しかったし、毎日が新しいことばか 

りで、１週間が一瞬のようでした。生徒たちとも仲良くなって、本当
にいい経験ができました。日本語教員を目指している人にはぜひオス
スメしたいです。 

旅行代理店 

西川 紗綾 さん 

派遣先（旅行会社）での仕事は、ブ
ログの作成、アンケートの打ち込み
、ツアーなどに参加し、どのような
流れで進めるのか作成したり、広告 

作りなども行いました。スタッフの皆さんが、英語と日本語の使い分
けがすごく上手で、仕事もてきぱきとこなしていて、とても尊敬して
います。私も英語を使えるようになりたいと、以前よりもっと思うこ
とができました。皆さんにとても親切にしていただき、本当によい体
験ができ、皆さんの仕事を見てたくさん吸収できたと思います。皆さ
んには感謝の気持ちでいっぱいです。 

動物保護活動 

當間 綾 さん 

私は動物が好きという理由で、シド
ニーで１番大きい犬のデイケアセン
ターで働きました。スタッフがとて 

もフレンドリーで、私が日本語を教えたり逆に英語を教えてもらった
り、本当に楽しく仕事をすることができました。インターンシップ最
後の日にスタッフからサプライズで手紙とプレゼントをもらった時は
涙をこらえるのに必死でした。そのおかげでTOEICのスコアは伸び続
けこれからも英語学習を続けていくモチベーションも保てています。 

フォトショップスタッフ 

飯塚 千晶 さん 

インターンシップではフォトショッ
プに勤務し、観光客の団体写真を公
園で撮影する仕事をしました。その
公園には小さな売店があり、そこの 

アイリーンというおばさんがいつも私に優しく接してくれました。最
終日、私が“Today is last day.”と言った時、私の頬にキスをして“I 
miss you.”と言ってくれたのを私は一生忘れないと思います。私はこ
の研修でたくさんの人と出会い、たくさんのことを学びました。 

カフェ･レストラン 

佐々木 順其 さん 

食品の提供・陳列、ドリンク作りの
補助、電話対応、食器洗い等の仕事
をカフェで行いました。お店の中の

仕事は日本と差はないように感じま 
した。職場での従業員との会話は全て英語でしたのでとても楽しかっ
たです。また、人と接しないときにイヤホンをつけて仕事をしていた

姿には驚きました。大変と感じたことは日本と違い、オーストラリア
では色々な国から訪れ、また働いている人が多いので、お客さんが自
分がネイティブだと思い込んで早い英語を話してきたときの対応は苦

労しました。英語を使った接客の仕方や従業員とのやり取りは、これ
からの語学勉強に活かせると思います。 

日本語教師アシスタント 

松村 みゆき さん 

初めの一週間は現地の日本とは違

う授業システム、子ども達の授業

への積極性、元気の良さに驚いて

ばかりいました。しかし授業の流 

れを把握し、慣れた頃には子ども達の前で授業をしました。自分のし

ていること、伝えたいことがしっかり伝わっているのか自信の持てな

い時もありましたが、先生だけでなく子ども達も助けてくれて無事に

終える事ができました。 

4週間は本当に楽しく、あっという間でした。先生方、子ども達が驚

くほど英語の力を伸ばして会いに行くのが今の目標です。 

法律事務所 

M.U さん 

ビザや移民について取扱っているソリ
シタ―の法律事務所で、クライアント
の資料をPCに取込み、フォルダにまと
めたり、裁判所に行って、必要書類の 

提出などを主に行いました。職場には日本人がいなかったので頻繁に
英語が使え、同僚からも積極的に仕事や日常会話を話しかけられ、本
当に仲良くして頂き、彼らの温かさと優しさに大変感動いたしました
。おかげで毎日楽しくまたやりがいをもって働くことが出来ました。 

会計事務所 

大江 悠理 さん 

インターンシップが始まった頃は、
仕事経験がなかった為に分からない
ことばかりで、データ入力やコピー
を取ることなど、どれを指示されて 

もうまくできませんでした。始めの2週間は忙しかった反面、とても
充実していました。座学だけでなく、実務経験も同様に重要であると
感じました。残りの2週間は仕事に慣れてきた為、与えられた仕事を
早く終わらせることができ、次の仕事が与えられるまでの間は、過去
のインターン生がやったことを参考にしたり、英語のニュース記事を
読んだりしていました。 

イベント会社 

本吉 亜由美 さん 

今回のインターンシップを通じて勉強
になったことは、積極的にコミュニケ
ーションを取る大切さです。「黙って
いると仕事はもらえない」と事前オリ 

エンテーションで教わっていたので、進んで仕事をもらいにいく事が
できました。忙しい中、ちょっとした会話をするきっかけが中々掴め
ず、最初の一週間はひたすらデスクに向かっていました。しかし、ス
ーパーバイザーのアンドレアさんの言葉によって励まされ、徐々にタ
イミングをみて人と話せるようになり、打ち解けられたと感じる瞬間
があったことが嬉しかったです。 

ガーデニング 

小山田 陽奈 さん 

ガーデンではたくさんの人に出会い
ました。職員さんたちとの出会いは
もちろんですが、ガーデンを訪れた
人たちが「ステキな仕事だね」と話
しかけてくれました。ローズに囲ま 

れてお仕事が出来たことは、環境への関心に繋がり、今は環境団体で
8ヶ月間のインターンシップをしています。 

ホテル 

山崎 菜実 さん 

ホテル業務の基本を全く知らずクレ
ジットカードの仕組みや旅行会社と
の関わりを１から学ぶことが多く、
頼まれたことだけではなく自分で仕 

事を探したり、先々を考え分からないことは前もって聞き、確認して
から行動していました。仕事はレセプションだけではなく、1日ハウ
スキーピングや予約なども出来、いい経験になりました。皆さんとて
も優しく、仲良くなり、一緒に飲みに行ったりとても充実しました。 

旅行代理店 

徳田 末来 さん 

私は幼いころからあこがれだった旅
行代理店での仕事を体験しました。
実際に仕事で英語を使うということ
は思った以上に大変でしたが、スタ
ッフの方々に親切にしていただき楽
しんで仕事を体験することができま
した。常に笑顔で多くの人々と交流 
を図ることによって、コミュニケー
ションの必要性を学ぶことができま
した。 

建築文化遺産 

堀 寛史 さん 

2週間の現地インターンシップに参
加しました。研修先は「National 
Trust of Australia」と言う文化財
や歴史的建築物を調査、保存などの 

活動をしている環境保護団体でした。自分の英語が通じるのだろうか
とコミュニケーションをとることに不安を感じていましたが、私が行
った仕事は、シドニー周辺にある歴史的建築物のパンフレット作りで
した。建物を調査し、グラフィックソフトなどをつかって地図や写真
を加工したりしました。このような体験は、建築学を学んでいる私に
とって大変貴重な経験になりました。  
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名古屋学院大学 国際交流センター課長
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私は動物が好きという理由で、シド
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の研修でたくさんの人と出会い、たくさんのことを学びました。 
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ーションを取る大切さです。「黙って
いると仕事はもらえない」と事前オリ 

エンテーションで教わっていたので、進んで仕事をもらいにいく事が
できました。忙しい中、ちょっとした会話をするきっかけが中々掴め
ず、最初の一週間はひたすらデスクに向かっていました。しかし、ス
ーパーバイザーのアンドレアさんの言葉によって励まされ、徐々にタ
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ガーデニング 

小山田 陽奈 さん 

ガーデンではたくさんの人に出会い
ました。職員さんたちとの出会いは
もちろんですが、ガーデンを訪れた
人たちが「ステキな仕事だね」と話
しかけてくれました。ローズに囲ま 
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8ヶ月間のインターンシップをしています。 

ホテル 
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徳田 末来 さん 
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堀 寛史 さん 
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Trust of Australia」と言う文化財
や歴史的建築物を調査、保存などの 

活動をしている環境保護団体でした。自分の英語が通じるのだろうか
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ホームステイ 
 

学校紹介 （インターンシップやビジネス英語研修でお勧めの学校です） 

TOEIC®テスト講座のご案内 
企業はグローバル人材を求めています。英語力は必須です！ 

 

分野 内容 
語学の目安 

TOEIC®テスト 
シドニー オークランド 

外資企業 
クルーズ会社の運行管理、イベントコンサルタント、公的機関、語学学校、

流通にて一般事務、総務、営業補助などのアシスト業務 
800点 ○ ○ 

日系企業 貿易、流通メーカーなどにて一般事務、非事務などのアシスト業務 600点 ○ △ 

旅行代理店 
旅行会社でのツアー管理業務、ガイドアシスタント業務など 

（日系企業の場合、社内の会話は日本語が主です） 

日系-450点 

外資-650点 
○ ○ 

ホテル ホテルにてフロント・レストランでのアシスト業務など 650点 ○ ― 

クルーズ会社 クルーズでのキャビンアテンダント業務（資格取得が必須） 730点 ○ ― 

メディア関係 

（日系新聞社・雑誌など） 

日系新聞社や雑誌社などでの一般事務や、編集作業のアシスタント、営業ヘ

ルプなど 
730点 

○ 

関連ソフト 

のスキル要 

― 

IT企業 日系の通信IT企業などでプログラミング業務アシストなど 500点 

○ 

経験者 

有資格者 

― 

家具・展示販売 家具・インテリア品の案内、展示などのアシスト業務 500点 ○ ― 

小売店 アパレル、日本雑貨、アウトドアショップ、お土産店などでの接客業務 500点 ○ ― 

カフェ・レストラン 接客、企画、レイアウトや在庫管理のアシスト業務 500点 ○ ― 

日本語教師アシスタント 日本語教師のアシスタントとして授業補助など 600点 ○ ○ 

幼稚園／託児所 
児童教育アシスタント（生後6週間～5歳までの子供の面倒） 

日本の文化等、折り紙や絵本を使用して教える。 
450点 ○ ○ 

高齢者福祉活動 老人ホームなどでの慰問・介護補助、施設管理業務アシストなど 400点 ○ ○ 

環境保護活動 
環境保護団体で植林、生体調査、清掃活動などのアシスト業務 

ライフセービング海岸整備活動など 
400点 ○ 

○ 

TOEIC®テスト 

600～800点 

動物保護活動 
動物保護団体で保護された動物の世話や事務作業補助 

動物園での飼育、清掃、餌やりなど。また、動物病院でアシスト業務 
400点 ― ○ 

NPO団体 
国際ボランティア団体・慈善団体での接客、流通、慈善活動などのアシスト

業務 
550点 ○ ― 

一般家庭に入り、現地生活を体験することで日本では得られない異文化交流と感動に出会う事が期待できます。 

多文化社会の中で国際的感覚を養いグローバル人材に一歩近づくきっかけになります。 

OKCのホームステイファミリーは・・・ 

 国の法基準で適切と認定された家庭 

 ボランティアの精神を持ち、留学生の受入れに対して理解がある家庭 

 独立した部屋と食事を提供できる家庭 

 通勤・通学できる範囲の家庭（交通手段は公共機関のバス、地下鉄、徒歩など） 

 日本人留学生は1人1家庭滞在（外国人留学生の同居の可能性あり） 

Langports English  
Language College 

ラングポーツ･イングリッシュ･ランゲージカレッジ 

English only Policy制度

が校内で実施されており、キ

ャンバスに踏み入れた瞬間

から原則、英語で話をしなけ

ればなりません。 

授業はUFOスタディプランと言う、学校独自のカリキュラムを

組んでいます 。 UFOは 「 Use of English 」 「 Focus 

English」「Options」の略称で、3つのカテゴリーで構成され

ており、学生ひとりひとりに合わせた大変質の高い授業を提

供しています。また、 学校スタッフも大変アットホームでアクテ

ィビティも充実しています。 

 

Crown Institute of Studies 
クラウン・インスティチュート・オブ・スタディーズ 

ニュージーランド資格審査局

の認定校。1972年オークラ

ンドで創立された最も歴史あ

る私立語学学校です。一般

英語コースは、７段階のレベ

ル分けがあり、それぞれの中 

にさらに、Ａ、Ｂ、Ｃなどの細かなクラス分けをしています。一

般英語コースだけでも20以上のクラスがあります。併設の専門

学校設備を利用してのアクティビティも魅力です。市内には多

くの公園があり緑豊かで、車やバスに乗って30分ほどで羊が放

牧されている光景を目にすることもできます。カフェや映画館、

ショッピングセンターなども近くに揃っているので留学生活も大

変便利な立地です。 

The University of Sydney  
Centre for English Teaching 

シドニー大学 付属語学学校 

古い歴史をもつ有名国立大

学シドニー大学の付属語学

学校で、大学のメインキャン

パスから徒歩10分程にありま

す。レベルの高い授業内容と

経験豊富な教師陣で定評 

があり、英語コースは午前と午後の2シフト制をとっています。ま

た、大学付属語学学校では珍しく、一般英語コースであれば

毎週月曜日でも入学できるという大きな魅力があります。（

最低2週間～）大学キャンパス内の各種施設(インターネット

ルーム、自習室、ジム、プールなど)をシドニー大学の学生と同

様に利用でき、キャンパスライフを味わうことが出来きます。特

にシドニー大学の図書館は南半球最大規模といわれ、多くの

留学生が利用しているので現地では要チェック。 

English Language Academy  
オークランド大学 付属語学学校 

35以上の国々から集まる学

生達と出会い、共に学ぶこと

のできる多文化学習環境で

ある。教師陣は、英語教育

に不可欠な最新の研究リサ

ーチに精通しており、進学希 

望者や真剣に英語の勉学に取り組みたい方には、心強い味

方です。 また、シドニー大学付属語学学校同様、大学付属

語学学校では珍しく、一般英語コースであれば毎週月曜日

でも入学ができます。（最低2週間～）また、最新設備を整

えた施設は大変充実しており、特に、コンピュータ学習ができ

る自習室（Elab）は、放課後だけでなく土日も夕方6時ま

で利用できるため、監督教員の指導を仰ぐことも可能。短期

間でしっかり英語力を上げたい方におススメ。 

1クラス6～8人の 

少人数制 

講師は全員 

960点以上 
保有 

1ヶ月 
12,000円～ 
3ヶ月講座 

実績 
平均スコア 

150点アップ 

※ 500点・730点コースは8人制、月の受講料は12,960円（税込）となります。※ 900点コースは6人制、月の受講料は16,200円（税込）となります。 

ホームステイを体験してみて… 

藤倉 遥さん 

ホストファミリーは分からないこと（バスや電車）があればすぐに調べてくれたり、色々と物を貸してくれたり、本当によくしてもらい

ました。食事はほぼ毎日一緒で、健康を考えて作ってくれていました。夕食の時はみんなでテレビを見ながら話す時間があり楽しみまし

た。 

市村 裕介さん 

ホストマザーの作る料理が毎日世界の様々な国の料理で面白くて楽しい。各国の留学生と一緒に生活ができ、とても勉強になるし、面白

い。ホストファミリーには感謝でいっぱいです。 

佐々木 順其さん 

ファミリーとの食事はテレビを見ながら楽しく会話をしていたのでとても楽しむ食事でした。分からないことも、一つ一つ丁寧に教えて

もらい、学校への通学も初日は一緒に同行してくれたり、いろいろ気を使ってくれました。 
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現地日本人サポート 

現地滞在中はOKC現地オフィスと経験豊富な日本人アドバイザーが、皆さんの海外

生活をサポートいたします。生活面だけでなく、メンタル面も含めケアをし、グロ

ーバル人材を目指す研修の成功をサポートします。海外での生活や学校、ホームス

テイでの出来事など、どんなことでも、お気軽にご相談いただき、心配や不安を一

緒に解消していきます。 SYDNEY 
シドニー 

AUCKLAND 
オークランド 

OKC現地日本人アドバイザーサポート 

◆空港出迎え 

各ホームステイ先への送り 

◆現地オリエンテーション 

ホームステイやインターンシップの心構え 

郵便局の使い方等 

◆カウンセリング 

ホームステイ・生活全般・ホームシック 

友人関係・英語力・学校生活等 

◆緊急時の24時間体制のサポート 

病気やケガ、事故・災害・犯罪に巻き込まれたとき 

  

新宿 
第一生命
ビル  

郵便局  

工学院大学  
京王 
プラザ 
ホテル  

安田 
生命  

スバルビル  

新宿 
三井ビル  

新宿 
住友ビル  

センチュリー 
ハイアット  

東京医科大学病院  野村ビル  

安田火災 
海上ビル  

都庁 
第一庁舎 

都庁 
第二庁舎  

都議 
会棟 

ＮＳ 
ビル 

KDD 

新宿センタービル ３９階  
JR

 

大ガード 

小
田
急
百
貨
店 

京
王
百
貨
店 

  

西口 

地下センター） 

阪急 
百貨店 

富国生命 
ビル 

阪急 
百貨店 

梅田ビル 

新阪急 
ビル 第１生命 

ビル  

マルビル  第４ビル  

第１ビル  第２ビル  

中央  
郵便局  

新阪神ビル  

大阪駅前第３ビル ３０階 

東京オフィス 

03-3340-5300 
okc@koryu.co.jp 

〒163-0639 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル39階 

FAX：03-3340-5327 

営業時間  

10：00～19：00（月－金） / 11：00～18：00（第2・4土曜日） 
休業 ：第1・3・5土曜日・日曜日・祝日 

大阪オフィス 

06-6341-8248 
okcosa@koryu.co.jp 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1 大阪駅前第3ビル30階 

FAX：06-6341-8143 

営業時間  

10：00～19：00（月－金） / 11：00～18：00（第2・4土曜日） 
休業 ：第1・3・5土曜日・日曜日・祝日 

OKCについて 

30年以上の豊富な実績  

海外約700の教育機関の日本窓口としての豊富な実績。インターンシップ先、ボランティア先は約600の企業、団
体と提携があります。 

オーストラリア政府から受賞  

OKCはJAOS海外留学協議会の正会員として留学業務の適正と業界の向上に寄与しております。あわせてJAFSA国際
教育交流協議会の会員として交流活動に関わっております。また、長年の実績を評価され、オーストラリア政府
より留学団体では唯一、教育分野におけるビジネスアワードを受賞いたしました。公的機関からも多くの信頼を
いただいております。 

現地オフィスで安心のサポート  

OKC直営の現地オフィスが、到着時から帰国時まで安心のサポートをします。 

時代は世界に通用する人材を求めています!! 

オーストラリアン・ビジネス・アワード受賞 

一般社団法人 海外留学協議会（JAOS）正会員 

NPO法人 国際教育交流協議会（JAFSA）賛助会員 

NPO法人 日本インターンシップ推進協会（JIPC）会員 

O K C  S I N C E  1 9 8 5 


