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【プログラム概要】
このプログラムは、外国の小学校・中学校・高校 で日本文化や日本事情を教えながら、その国の言葉や
文化・生活習慣を学ぶもので、教育実習の海外版とも言えます。
“教える”といっても、専門知識が不可欠ということではありません。書道や折り紙、伝統的な遊びから
今流行っているものまで、日本についてなら何でも OK です。子どもたちは好奇心のかたまり。遠い日
本からきた皆さんがどんなことを教えてくれるのだろう、と教室で待ちわびています。空き時間には他の
授業を見学することもできます。
活動状況によっては、実習先の学校から「推薦状」や「感謝状」が贈られることがあり、今後の進学・就
職などの際にアピールすることができます。
★世界の教育機関からの公式招聘の下に、
30 余年の実績
このプログラムは、世界各国の教育庁・教育委
員会・学校長などからの公式な招聘を受け、30 年
以降にわたり実施されてきており、これまで多く
の学生が、海外 40 ヶ国以上の学校で活動してい
ます。

★海外の子供たちとの交流から得られる
ものは無限大
海外の子供たちに「日本を教える」こと － そ
こには「言葉」「習慣」「考え方」など様々な壁
があるでしょう。
しかし、だからこそチャレンジする価値が見
出せます。社会に出てから更に成長できるよう
に、学生のうちに、世界の風を肌で感じるチャ
ンスをつかんでください。海外の子供たちが皆
さんを待っています。

★旅行とは違う皮膚感覚のコミュニケーション
普通の海外旅行では、お決まりの旅行会話を交
わすだけで終わってしまうのではないでしょう
か。
外国で、学校を主な活動の場とするこのプログ
ラムでは、しゃべらなければ教えられない、聴き
取れなければ質問に答えられないという環境の中
で、実践性の高い語学力を身につけることが可能
です。
特に、子どもたちとの会話はリスニングとスピ
ーキングの訓練には最適。好奇心いっぱいの子ど
もたちが、語学の最高の先生になってくれます。

★教科実習などの個別の手配
実習校側の事情が許せば、
「日本を教える」こ
と以外に、教科（英語・算数・社会・理科・体
育・音楽 など）の実習や、特別支援実習を体験
することもで きます。
★学校関係者または生徒さん宅でのホーム
ステイで安心
皆さんから滞在先の周旋を要請された場合、IIP
では、原則として、実習する学校にその手配を依
頼します。実習校による手配では、基本的に、教
員・生徒保護者のお宅でのホームステイになるの
で安心です。毎日が英語（現地語）漬けの環境も
ホームステイのメリット。
お互いの国の文化の違いと良さを自らの体験
を通じて発見する日々は、これからの皆さんの人
生や就職などでも、必ず生きてくるはずです。
★北欧で、世界有数の教育を体験
PISA（学習到達度調査）で世界 No.1 をマー
クしたフィンランドをはじめ、スウェーデン、
デンマークなどの北欧では、優れた教育方法を
観察・体験できます。
また、北欧では英語普及率が高いため、英語
での実習活動が可能です。
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得たものは「自信」

【参加者の声：体験談】

参加時学年：筑波大学 社会国際学群国際総合学類 3 年生
実習場所：フィンランドの小学校

人生が変わった、自分史上最高の経験！
参加時学年：北海道教育大学 特別支援教育専攻 3 年生

フィンランドに１０ケ月間滞在して私が得たものは、「自

実習場所：オーストラリアの小学校

信」という、一朝一夕には手に入れることができないよう
なものであった。最初は、思ったよりも英語が通じないと

私は今まで英語や異文化交流に特化した人生を歩んできた

いうことに愕然としたこともあったが、右も左もわからな

わけではないので、このインターンプログラムへの参加を

い状況 が楽しくもあった。

考え始めたときは、ほとんど不安しかありませんでした。
第一、英語なんて満足にしゃべれないし、聞き取れないし、
考えてみれば日本のことそんなに知らないしと散々でした。
しかし、だらだら 過ごしてきてしまった大学生活を少し反

毎日毎日、フィンランド語を勉強し、滞在 2 ヶ月目にはフ
ィンランド語で授業を開始した。想像よりも早くしゃべれ
るようになったことで自信がつき、どんどん行動範囲を広

省していた こともあり、思い切って大学を１年間休学して

げて行った。自分のちょっとした努力や勇気の有る無しで、

参加することに決めました。

海外生活は有意義なものにもつまらないものにもなるとひ
しと感じた。不安でたまらなかった授業も、回を重ねるご

確かに、インターン活動の初めの時期は、子供が何言って

とにコツをつかむことができ、子供たちの扱いにも慣れた。

るのかわからなくて自己嫌悪になったり、昼休みに同僚の
先生方と談笑しようにもネタがなかったり、突然話を振ら

日本とはまったく異なる環境で実習活動を成し遂げたこと

れてテンパったりしたこともありました。けれど、もうそ

は自分の中で大きな糧となった。渡航前よりもチャレンジ

こは自分の努力不足と割り切って開き直りました。という

精神が旺盛になり、何事にも前向きになったなと感じる。

のも、別に相手は流ちょうな上級英語を話す私を期待して

すべてはこのフィンランド研修経験のおかげである。

いるわけではないことに気付いたのです。また、自分にも
できることはたくさんあると考えられるようにもなりまし

何物にも代えがたい貴重な宝物

た。

参加時学年：大阪教育大学 教員養成課程 4 年生
実習場所：デンマークの小・中・高一貫校

すると、だんだん「あぁ！今、生きてるなぁ！」「わ ぁ～
今日も幸せだ！」と思うようになり、初めて自分 の「やる

３ヶ月の研修が終わり、何物にも代えがたい貴重な宝物と

気スイッチ」がＯＮになりました。あんなふうに心が平穏

なったたくさんの経験を得られてとても嬉しく思っており

に満たされる日々は日本にいる間にはあり得ないことでし

ます。

た。自分が想像していた以上に学校・地域の方々は優しく、
充実した日々を送ることができました。難しく考えず、自

日本文化を教えるという活動でしたが、実際に私が 活動し

分にできる ことをやって、目の前のことに一生懸命取り組

てきて大きく気付いたのは自分の日本に対する無知でした。

むように心がければ充実した日々になると思います。

自分が教えようと思って準備していたことのほかに、子ど
もたちや先生方から色々なことを 質問されましたが、その

もし、あの時大学の交換留学などの別の選択をしていたと

場ではすぐに答えられませんでした。そういえばそれって

したら、ホストファミリーと一緒に旅行に行くことも、子

どうなんやろ、あれって何やったっけ？などと思うことが

供たちに英語を教えてもらったり、毎日どうやったら日本

多く、その度に調べて新たな知識を入手し、子どもたちや

のことがもっとわかりやすく伝わるのか考えたり、改めて

先生方に答えてきました。

いろいろ日本について調べたりすることもなかったのだろ
うと思います。

私はこの研修を通して、自国の文化や習慣、歴史など日本
という国について様々な分野でたくさん勉強し直す機会を

結局、私は普通の人より少し変わった経験をしたのかもし

得ました。卒業後、教師という職業で日本の未来をつくる

れません。でも、それは私にとって最高の経験となりまし

子どもたちを教育する場に立ちたいと思っている私にとっ

た。これからの向こう２０年３０年先の自 分の未来を考え

て、これは本当に持つべき重 要な機会でした。たくさん学

に入れれば、私はあの時、あのタイミングで、IIP インター

ばせていただき、本当に楽しい海外生活を送らせていただ

ンプログラムに参加できたことを本当によかったと思って

き、感謝の気持ちでいっぱいです。

います。勇気をもって初めの一歩を踏み出すこが大切だと、
つくづく感じます。
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まさにこれが自分のしたかったことだ！

先生方の家に泊まらせていただいたり、帰国後もメールを

参加時学年：同志社大学 社会学部 3 年生

いただいたりと、研修校とインターン以上の関係が築けた

実習場所：オランダの小学校

のではないかと思っています。そのような子供たちと先生
方のおかげで、とても貴重で楽しい３ヶ月を過ごすことが

○担当した授業など学校でのスケジュール 毎週固定され

できました。

ていた授業は、日本語クラス３０分×２（７･８年生のエリ
ートクラス）
、折り紙クラス３０ 分×２（７･８年生の少人

全てに積極的になった私。

数グループ）など週５回。 他に、不定期でしたが、低学年

参加時学年：大学 3 年生

で週１回程度、高学年では週２回程度授業をしました。

実習場所：ニュージーランドとカナダの幼・小・中学校

○英語力の向上度実習活動では英語を使いましたが、私も

大学を一年間休学、ワールドプログラムを利用して 2 カ国

生徒・先生も英語を母国語としないため、
「お互いが相手を

の幼稚園と小学校の合併校で研修しました。ニュージーラ

理解できること」を念頭にコミュニケーションを取るよう

ンドでは、中学生相手にも日本語を教える事になり、大緊

にしました。そうしているうちに、多少の間違いを気にせ

張！遊ぶ余裕もなく授業の原稿を書き、夢にまで見る有様

ず積極的に話す「態度」が培われ、会話量も増えたと感じ

でした。 でも、おかげで積極性と度胸が身につき、カナダ

られるようになりました。確かに正確・スピーディーな英

では初日から生徒の輪に入っていくことができました。英

語を聞くといった面では、オランダは、英語が公用 語の

語力アップの実感と、授業の準備が既にできていることも

国々と比べて劣る面もあるかとは思います。しか し私の場

自信になって、スタートできたのです。

合、典型的な日本人タイプで自分から英語で発信すること
に苦手意識を持っていましたので、オラ ンダで研修できた

1 クラスに一日ずつ滞

のは非常に良かったと思っていま すし、なにより自信にな

在し、2 週間で全クラ

りました。英語が世界の共通言語であることを強く実感す

ス を 一 巡 し ま す 。

るとともに、必ずしもネイティブの話すような「正しい英

「 Naomi! When are

語」ではなくても、コミュニケーションを取ることができ

you going to come to

るということにも気付きました。

my class?」私の行く
日を楽しみにしてくれ

○特に印象に残ったこと

ているのだと感じる瞬

「まさにこれが自分のずっとしたかったことだ！」 と感動

間でした。

の日々でした。たくさん授業時間を与えてくださり、人前
で、しかも英語で話すことにもだいぶ慣れました。教育制

雪のグランドで遊ぶ生徒達（カナダ）授業の一環のスケー

度的にも日本とは全く違う興味深い点がたくさんあり、オ

トに私も挑戦。厳寒時には－40℃にもなる土地ですから、

ランダが「子供が世界一幸せな国」「教 育先進国」と言わ

みな上手です。立つことがやっとの私を手に手を取って支

れるのも納得でした。教育・語学を専攻している私にとっ

えてくれて、立場が逆転。授業とはまた違った子どもたち

ては、何もかもが新鮮で刺激的でした。

の姿も新鮮でした。スケートが一番楽しかったという手紙
をもらい、子どもたちの心にも授業以外の触れ合いが印象

○実習活動を振り返って

深く刻み込まれたことを知って感動しました。私の得たも

オランダと日本という遠く離れた両国ですが、好奇心旺盛

の、それは、積極的な自分と、今も心がつながっている海

で素直な子供たちから「日本が好き」「これか らは日本の

の向こうの可愛いメル友です。

ニュースが流れていたら興味を持って聞ける」
「日本が身近
に感じられるようになった」等という声が聞けたのが何よ
り嬉しかったです。反省点としては、やはり低学年の子供
たちほどコミュニケーションを取るのが難しく、彼らへの
貢献度は 低かったと思います。
先生方からは「オランダは国際的だと言われるけれど、こ
の学校のある小さな村は、まだ比較的閉ざされた部分があ
るので、外から全く違う文化を持った人が 来てくれたのは
子供たちにとっても良い経験になったと思う」と言っても
らいました。
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【Q&A よくある質問と答え】
Q.

このプログラムは、教職課程を取っている学生が対象ですか？
Ａ．いいえ。学生の方でしたらどなたでも参
加できます。教師を目指す方はもちろん、そ
うでない皆さんにとっても実りの多い海外
体験になると思います。

Q.

子どもたちに教えられるか、不安です。

Ａ．子どもたちが興味を持ってくれそうなことを題材にしてみてください。
例えば、折り紙や紙相撲、箸の使い方、伝統的なおもちゃなど、楽しく、遊
びながらできることが子どもたちに受けているようです。IIP では、文化紹介
の教材やアイデアなどを提供して、出発前の準備をサポートしています。ま
た、YouTube の動画を利用したり、インターネットのサイトを利用したり、
視覚的な教材を利用することも喜ばれています。

Q.

滞在中の毎日のスケジュールはどのようなものですか？

Ａ．研修先にもよりますが、通常週に５日は研修校に行きます。担当する授業時間は
各学校の規模やカリキュラムによって異なりますが、空いた時間に生徒と一緒に授業
を受けたり、アシスタントティーチャーとして授業の運営に携わってみたり、午後 3
時頃までは学校で過ごします。以降は自由行動です。各コミュニティーで趣味の交流
を図ったり、ホームステイ先の子供の宿題の面倒をみたり。週末はホームステイ先と
一緒に過ごしたり、自分で自由に計画を立てて行動することもできます。

Q.

参加にあたって語学力の条件などはありますか？

Q.

Ａ．行きたい国の言葉が話せればそれに越し

出発日や研修国、参加期間は選べるのでしょうか？

たことはありませんが、英語圏以外でも、研
修校では英語で活動できることが多いので、
現地語は日常基本会話程度できれば概ね大丈

Ａ．はい。皆さんの参加申込時

夫です。例えば、北欧諸国は英語での活動・

にご希望をお訊きし、それにで

生活が可能な地域の一つですが、英語にあま

きるだけ沿うように、皆さんと

り自信のないという方には、
「英語研修付きコ

打ち合わせを重ねながら、プラ

ース」をお奨めします。もっとも、充実した

ンを組み立てていきます。

研修活動を行うには、相応の語学力とともに、
参加者の意欲と自主性が大切です。
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【 国 際 教 育 実 習 プ ロ グ ラ ム 「 募 集 要 項 」】
①１ヶ国コース
参加者の目的に合わせて、研修国や研修時期を自由に設定できます。
●応募資格

基本要件

後掲の【応募・参加に関する注意事項】をご覧ください。

その他の要件

応募時に高等学校・専門学校・短大・4 年制大学・大学院に在先の方。
＊北欧諸国では、英語での研修活動が可能です。
＊国によっては、一定期間を超える滞在にビザが必要で、かつ、ビザ取得
の条件が厳しいことがあります。そのような場合、別掲の「１ヶ国ショ
ートコース」での参加を検討いただくことがあります。

●研修国

できる限り、ご希望に
沿った国を優先。

●研修先

小学校・中学校・高校より選択。＊幼稚園での研修をご希望の場合も、ご相談をお受けします。

●研修期間

6・9・12 ヶ月より選択

●出発時期
●滞在場所

ご希望時期と現地事情（研修先の休暇期間など）を照らし合わせて調整。
＊希望出発時期の６ヶ月前を目安に選考試験をお受けください。
受入れ校の手配によるホームステイ（学校関係者宅ほか）
・寮、参加者の選定によるアパートなど

○申込金：100,000 円（税込 110,000 円）
●費用

○参加費：6 ヶ月：785,000 円（税込 863,500 円） 9 ヶ月：885,000 円（税込 973,500 円）
12 ヶ月：985,000 円（税込 1,083,500 円）

●備考

＊参加費に含まれる費用と含まれない費用の細目については、後掲の【応募・参加に関する注意事項】
をご参照ください。

②１ヶ国ショートコース
春休みや夏休みなどを活用して、１週間～１２週間の幅で集約的に研修することができます。
●応募資格

基本要件

後掲の【応募・参加に関する注意事項】をご覧ください。

その他の要件

応募時に高等学校・専門学校・短大・4 年制大学・大学院に在先の方。

●研修国

できる限り、ご希望に沿った国を優先。

●研修先

小学校・中学校・高校より選択。＊幼稚園での研修をご希望の場合も、ご相談をお受けします。

●研修期間

1 週間から１２週間までの中で選択

●出発時期

ご希望時期と現地事情（研修先の休暇期間など）を照らし合わせて調整。
＊希望出発時期の４ヶ月前を目安に選考試験をお受けください。

●滞在場所

受入れ校の手配によるホームステイ（学校関係者宅ほか）
・寮、参加者の選定によるアパートなど

●費用

○申込金：100,000 円（税込 110,000 円）
○参加費：
01 週間：130,000 円（税込 143,000 円）
03 週間：270,000 円（税込 297,000 円）
06 週間：390,000 円（税込 429,000 円）
10 週間：490,000 円（税込 539,000 円）

02 週間：200,000 円（税込 220,000 円）
04 週間：340,000 円（税込 374,000 円）
08 週間：440,000 円（税込 484,000 円）
12 週間：540,000 円（税込 594,000 円）

＊参加費に含まれる費用と含まれない費用の細目については、後掲の【応募・参加に関する注意事項】

●備考

をご参照ください。
＊5 週間、7 週間、9 週間、11 週間の期間設定も可能です。
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③英語研修付きコース（北欧）
このコースは、イギリス（ロンドン郊外）の英語研修機関で英語研修を受けた後に、北欧各地の学校で研修
活動を行うものです。
北欧では、英語を使用して研修活動を行なうことが可能ですが、その活動開始に当たって、英語力に不安が
あるという方、あるいは英語力をさらに高めておきたいという方のために、このコースが用意されています。
＊イギリスでの英語研修を必要とせず、直接に北欧での研修を希望される方は、別掲の「1 ヶ国コース」をご覧ください。

●応募資格

基本要件

後掲の【応募・参加に関する注意事項】をご覧ください。

その他の要件

応募時に高等学校・専門学校・短大・4 年制大学・大学院に在先の方。

①英語研修：イギリス・ロンドンの英語研修機関
●研修国と
研修先

＊週 15 レッスン（1 レッスンは 50 分の授業で、午後の時間帯のクラスが基本）

②学校研修：北欧諸国（フィンランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェー）を
対象に、小学校・中学校・高校より選択
＊幼稚園での研修をご希望の場合も、ご相談をお受けします。
研修期間

①英語研修

②学校研修

出発時期

05 ヶ月（20 週間）

2 ヶ月（ 8 週間）

3 ヶ月（12 週間）

1 月・7～12 月＊ビザ無しで可

06 ヶ月（24 週間）

3 ヶ月（12 週間）

3 ヶ月（12 週間）

6 月～12 月

＊ビザ無しで可

07 ヶ月（28 週間）

4 ヶ月（16 週間）

3 ヶ月（12 週間）

4～11 月

＊ビザ無しで可

09 ヶ月（36 週間）

2 ヶ月（ 8 週間）

7 ヶ月（28 週間）

7 月・9 月

12 ヶ月（48 週間）

2 ヶ月（ 8 週間）

10 ヶ月（40 週間）

1 月・7 月

●研修期間

●出発時期

ご希望時期と現地事情（研修先の休暇期間など）を照らし合わせて、上表の「出発時期」
の範囲で調整。
＊希望出発時期の６ヶ月前までに目安に、選考試験をお受けください。

●滞在場所

①英語研修中：英語研修機関の手配によるホームステイ
②学校研修中：受入れ校の手配によるホームステイ（学校関係者宅ほか）
・寮、参加者の
選定によるアパートなど
○申込金：100,000 円（税込 110,000 円）
○参加費：

●費用

5 ヶ月： 898,000 円（税込 987,800 円） 6 ヶ月：1,000,000 円（税込 1,100,000 円）
7 ヶ月：1,096,000 円（税込 1,205,600 円） 9 ヶ月：1,176,000 円（税込 1,293,600 円）
12 ヶ月：1,276,000 円（税込 1,403,600 円）
＊参加費に含まれる費用と含まれない費用の細目については、後掲の【応募・参加に関する注意事項】
をご参照ください。

●備考

＊研修期間が９・１２ヶ月の場合、上掲の「②学校研修」における北欧での滞在が９０日を超えるため、
北欧のビザ取得が必要です。５・６・７ヶ月研修ではそれを超えないので、ビザ免除になります。い
ずれの研修期間でも、
「①英語研修」のイギリスはビザが不要です。
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④ワールドクルーズコース（複数国コース）
最長 24 ヶ月間にわたって、最大 4 ヶ国の学校で研修しながら、日本と各国の教育を比較できます。
●応募資格

基本要件

後掲の【応募・参加に関する注意事項】をご覧ください。

その他の要件

応募時に専門学校・短大・4 年制大学・大学院に在先の方。

●研修国

できる限り、ご希望に沿った国を、２～４ヶ国選択。

●研修先

小学校・中学校・高校より選択

●研修期間
●出発時期
●滞在場所

●費用

●備考

＊幼稚園での研修をご希望の場合も、ご相談をお受けします。

２ヶ月～２４ヶ月（２年間）まで自由に組み合わせ
＊各研修国における最短研修期間は、１ヶ月となります。
＊研修国の順序や研修期間の組み合わせによっては、日本に一時帰国する必要が生ずる場合もあります。

ご希望時期と現地事情（研修先の休暇期間など）を照らし合わせて調整。
＊希望出発時期の６ヶ月前を目安に選考試験をお受けください。
受入れ校の手配によるホームステイ（学校関係者宅ほか）
・寮、参加者の選定によるアパートなど

〇申込金：100,000 円（税込 110,000 円）
〇参加費
02 ヶ月： 485,000 円（税込 533,500 円）
04 ヶ月： 685,000 円（税込 753,500 円）
06 ヶ月： 885,000 円（税込 973,500 円）
8 ヶ月：1,085,000 円（税込 1,193,500 円）
10 ヶ月：1,285,000 円（税込 1,413,500 円）
12 ヶ月：1,485,000 円（税込 1,633,500 円）
16 ヶ月：1,725,000 円（税込 1,897,500 円）
20 ヶ月：1,965,000 円（税込 2,161,500 円）
24 ヶ月：2,205,000 円（税込 2,425,500 円）

3 ヶ月： 585,000 円（税込 643,500 円）
5 ヶ月： 785,000 円（税込 863,500 円）
7 ヶ月： 985,000 円（税込 1,083,500 円）
9 ヶ月：1,185,000 円（税込 1,303,500 円）
11 ヶ月：1,385,000 円（税込 1,523,500 円）
14 ヶ月：1,605,000 円（税込 1,765,500 円）
18 ヶ月：1,845,000 円（税込 2,029,500 円）
22 ヶ月：2,085,000 円（税込 2,293,500 円）

＊参加費に含まれる費用と含まれない費用の細目については、後掲の【応募・参加に関する注意事項】
をご参照ください。

⑤カレッジコース（日本語教師）
海外において、大学などで専門的に日本語を教えることができます。
基本要件

●応募資格

後掲の【応募・参加に関する注意事項】をご覧ください。
・応募時に専門学校・短大・4 年制大学・大学院に在先の方。
・日本語教育を行なうのに充分な英語力（または現地語力）があること。

その他の要件

＊日本語教育の経験・資格を有していることが望ましい。〔研修国・研修先によっ
ては、日本語教育経験や、日本語教師資格（日本語教育能力検定試験合格、420
時間日本語教師養成講座修了）が必須となることがある〕

・日本語に加えて、日本の文化・社会環境・経済事情などを教えることにも
意欲があること。
●研修国

できる限り、ご希望に沿った国を優先。

●研修先

大学・短大・コミュニティカレッジ・テクニカルカレッジ・語学学校など

●研修期間

1 Academic Year（9 ヶ月または 10 ヶ月）

・

12 ヶ月

＊1 Academic Year の期間が 9 ヶ月になるか 10 ヶ月になるかは、研修先によって異なります。

基本的に、出発時期は各国新学期の開始前となります。
●出発時期

新学期の
オセアニア
韓国
アジア諸国
欧米
開始時期の例： 1～2 月
3月
5～6 月
8～9 月
＊希望出発時期の６ヶ月前を目安に選考試験をお受けください。

中国
8～9 月

●滞在場所

受入れ校の手配によるホームステイ・寮、参加者の選択によるアパート など

●費用

〇申込金：100,000 円 （税込 110,000 円）
〇参加費：9 ヶ月 885,000 円（税込 973,500 円） 10 ヶ月 918,000 円（税込 1,009,800 円）
12 ヶ月 985,000 円（税込 1,083,500 円）

●備考

＊参加費に含まれる費用と含まれない費用の細目については、後掲の【応募・参加に関する注意事項】
をご参照ください。
7

【応募・参加に関する注意事項】
＊は、全プログラムに共通する事柄です。
☆は、「スクール・インターン」系プログラムに特有の事柄です。

１．応募資格
＊応募資格における「基本要件」は、次のようになります。
・心身ともに健康であること。
・良識を有し、独善的・利己的ではないこと。
・判断力と自主性を備えていること。
・環境の変化への順応力と柔軟な思考力を持っていること。
・IIP 海外研修プログラムの趣旨と仕組みを充分に理解していること。
・犯罪歴がないこと。

２．プログラムへの応募と選考試験
＊IIP の海外研修プログラムには、大別すると、学校研修用の「スクール・インターン」系プログラムと実務・技能研修用
の「ワーク＆カルチャー・インターン」系プログラムという２つのカテゴリーがあります。
☆「スクール・インターン」系プログラムでは、
「スクール・インターン」プログラム（一般者用）と区別した形で、教員・
元教員を対象とした場合には「海外教育交換」プログラム、学生を対象とした場合には「国際教育実習」プログラムとい
う名称が用いられています。
☆お子さんの同伴（お子さんと同時に参加）が可能なのは、後掲の〔11．特殊な参加形態〕に記されているように、学校
研修用プログラムのうちの「スクール・インターン」プログラム（一般者用）と「海外教育交換」プログラムの２つです。
＊プログラムへ応募するには、選考試験を受けていただかなければなりません。
＊１度の選考試験申込で、各プログラムの中から複数（第２希望まで）の研修コースへの応募が可能です。ただし、選考試
験合格後の参加登録において、その対象とすることができるのは、1 つの研修コースに限られます。
＊選考試験の審査の結果により、希望とは異なる研修コースでの合格となる場合があります。
＊納入された選考料は、どのような場合にも返還されません。

３．参加登録
＊選考試験に合格した方については、その方からの参加申込書などの必要書類の提出と後述の申込金の支払が済み次第、IIP
による参加登録が為されます。
＊参加登録が為された方（参加者）は、国内事前講習など IIP の提供する各種サービスを利用することができます。
＊参加登録の有効期間は 2 年間です。参加者は、その期間内に海外研修に出発していただくことになります。
＊研修先およびそこでの研修開始時期が決定した後に、研修先側の事情や社会情勢などによるものではなく、参加者側の事
由による研修開始時期の延期あるいは研修計画の再設定は、参加登録の有効期間内に２回まで可能です。ただし、その場
合には、都度、後述の〔９．参加取消〕における参加取消料の算定方式を準用した金額が、違約金として課徴されます。

４．研修先
＊研修先については、参加者の希望・経歴・資格・語学力などと現地側の受入れ条件などを考慮したうえで、IIP が選定し
ます。
＊研修先の選定において、参加者は、特定の地域・都市・施設などを指定することはできません。
＊研修先は、1 ヶ国につき１ヶ所の手配となりますが、研修国や地域、研修先の状況により、２ヶ所以上になることがあり
ます。その際に、研修先の移動に伴う諸費用は参加者の負担となります。
☆学齢制度は国によって異なりますので、研修校の小学生・中学生・高校生の学齢区分が、日本とは必ずしも同一ではあり
ません。
☆研修校によっては、昼休みや放課後にクラブなどの形式で生徒を教導することがあり、そこでの協力を研修参加者に求め
る場合があります。
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５．研修期間と出発時期
＊研修期間は、研修先との打合わせによって設定された研修開始日から、参加者が、出発時に予定された研修期間内におい
て研修を終了した日までです。参加者側の事情により研修を早期離脱した場合には、離脱日をもって研修終了となります。
＊研修期間には、原則として、研修先や滞在先を移り変わった場合などにおける参加者の移動期間も含まれます。
＊研修期間には、祝祭日や週末などの休日のみならず、研修先における休暇期間も、その長短を問わず、含まれます。
☆従って、研修先が学校の場合、その学校および所在国の休暇の時期を確認して、出発時期や研修期間を検討することが大
切です。
研修先が北半球各国の学校の場合
＜夏期休暇＞
・北米やヨーロッパの諸国では、6 月から 8 月にかけて 2 ヶ月以上の夏休みを取る学校が大半です。
北半球各国の夏休み
アメリカ

6 月下旬～8 月下旬

カナダ

6 月下旬～8 月下旬

フィンランド

6 月上旬～8 月中旬

スウェーデン

6 月上旬～8 月中旬

ドイツ

6 月～8 月・7 月～9 月

フランス

7 月上旬～8 月末

スペイン

6 月下旬～9 月上旬

イタリア

6 月下旬～9 月上旬

アイルランド

7 月上旬～8 月末

イギリス

7 月上旬～8 月末

＜夏期休暇以外の休暇＞
・12 月後半から、2 週間程度のクリスマス休暇や 1 週間程度の学期休みがあります。また、国により、3 月/4 月の
イースター時に休暇（数日から 2 週間程度）があります。
研修先が南半球各国の学校の場合
◆オーストラリア・ニュージーランドの学校の休暇スケジュール（学期休みと夏休み）の目安
4 月上旬か下旬から 2 週間

6 月下旬か 7 月上旬から 2 週間

9 月下旬から 2 週間

12 月中旬から翌年 1 月末（夏休み）

６．滞在先と滞在費
＊後述の〔８．参加費〕の項の表に示されているように、滞在費は、〈参加費に含まれない費用〉であるため、参加者の別
途負担となりますが、その反面、参加者は、自らの裁量で滞在方法の選択と滞在先の決定をすることができます。
☆そういう中で、
「スクール・インターン」系プログラムにおいて、IIP が参加者から滞在先の周旋を要請された場合、IIP で
は、原則として、研修校に滞在先の手配を依頼し、研修校は、状況が許す限り、それを引き受けてくれます。研修校によ
る滞在先の手配では、基本的に、同校の関係者（教員や生徒保護者）の自宅その他でのホームステイになりますが、それ
以外の滞在方法（寮など）になることもあります。
＊ホームステイについては、アメリカ・カナダ・オーストラリアのように比較的広く社会に根付いている国もあれば、北欧
諸国のように必ずしもその可能性が高くはない国もあり、また、同一国の中でも地域によって差異が存在しますので、状
況次第となります。
☆参加者が、研修校の手配で決定された場所から自ら選び直した他所へ滞在先を変更する場合には、IIP および研修校の承
諾が必要です。IIP および研修校が変更を承諾した場合でも、変更滞在先における生活上のリスクや追加的費用などは、
すべて参加者の負担となります。
☆研修校が長期休暇（夏休み・冬休みのほか、１～2 週間程度の学期休みなどを含む）に入るときは、その休暇中の滞在先
を参加者が自らの責任で確保することになります。滞在方法がホームステイの場合、長期休暇中も継続してその家庭に滞
在できる可能性はありますが、実際にそうできるかどうかは、各家庭の状況によりますので、時宜を捉えてその点をよく
確認するとともに、継続滞在できないことをも想定した計画（予算を含む）を立てておくことをお勧めします。
＊ホームステイの受入れ家族や寮・アパートの管理人・居住者がもともと現地の出身でない場合などには、滞在先での日常
語として、研修国の言語以外の言葉が使われることもあります。
＊ワールドクルーズ・コースなどのように当初から滞在先の移動が予定されている場合はもとより、１ヶ国コースにおいて
も、状況によっては、滞在先が、1 ヶ所とは限らず、2 ヶ所以上になることがあります。その場合、滞在費もそれぞれ異
なってくる可能性がありますし、滞在先の移動に伴う諸費用は参加者の負担となります。
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〔参考〕滞在費の目安 :「スクール・インターン」系プログラムにおけるホームステイの場合の最低金額（基本的に、
朝夕の食事代と部屋代および水道光熱費を含む）です。
アメリカ： USD 200 ～/月

カナダ：

CAD 450 ～/月

フィンランド：

EUR 350 ～/月

イタリア： EUR 350 ～/月

ドイツ：

EUR 350 ～/月

スウェーデン：

SEK 2,700 ～/月

スペイン： EUR 350 ～/月

フランス： EUR 350 ～/月

アイルランド：

EUR 400 ～/月

イギリス： 英語研修中

GBP 290 ～/週

オーストラリア：

AUD 440 ～/月

学校研修中

GBP 100 ～/週

ニュージーランド： NZD 480 ～/月

７．申込金
＊選考試験合格後、IIP の指定する期日（合格通知から１～２週間後）までに申込金をお支払いください。
＊この申込金は、IIP によるプログラム参加登録の手続事務およびそれ以降の参加者の出発に向けた諸作業（各種連絡・情
報提供などや研修先候補との受入れ交渉その他）に伴って発生する費用の一部に充当されます。
＊申込金は、参加費には充当されません。
＊納入された申込金の返還請求は、正当な理由がない限り、認められません。

８．参加費
＊研修コース・研修期間などに応じて『募集要項』に定められている参加費を、IIP の指定する期日（概ね、出発予定日の
2～3 ヶ月前）までにお支払いいただきます。
＊納入された参加費の返還請求は、正当な理由がない限り認められず、参加者が海外研修に出発した以降は、一切認められ
ません。
＊参加者の責任に帰する原因あるいは研修先の判断などにより、実際の研修期間が当初に予定された期間に満たずに研修が
終了した場合でも、参加費を減額してその分を返還する措置は施されません。
（例：予定研修期間が 9 ヶ月の場合に、8
ヶ月で研修が終了したとしても、参加費は 9 ヶ月分のままです。
）
＊経済変動などの諸事情により、参加費や研修内容などが変更されることがあります。
＊参加費には、往復旅費（渡航と帰国）や滞在費などの費用は含まれません。応募にあたり、次表を参照して、参加費に含
まれるものと含まれないものをしっかりご確認ください。

参加費に含まれるもの

参加費に含まれない主な費用

●参加登録時から海外研修活動の終了時までのサポート
（その初期に申込金でカバーされる部分を除く）

●パスポート取得費

●研修先の確保

●ビザ・入国許可・滞在許可の取得に関わる諸費用

●滞在先の周旋（参加者から要請を受けた場合）
（注１）

●海外旅行保険料

●英文履歴書の作成指導・添削

●往復旅費（渡航と帰国）や移動費・荷物運送費

●ビザ・入国許可・滞在許可に関する情報提供（日本で手
続可能な部分と日本からの出国に関する事柄に限る）

●国内事前講習の受講に付帯する諸費用（交通費など）

●国内事前講習（注１）

●滞在費

●IIP が提供する日本文化紹介用の資料・教本

●現地交通費

●現地空港や最寄りの駅などでの到着出迎え手配（注２）

●おこづかいなどの個人的な費用

●健康診断に関わる費用

●研修準備費（資料作成費や教材・機器購入費など）

●プログラム運営管理費
◆〈英語研修付き北欧コース〉における“イギリスでの英
語研修費用”
。
◆「スクール・インターン」系の各コースにおける“滞在
先と研修校との間の送迎”
（注３）。

◆〈英語研修付き北欧コース〉における“イギリスでの英
語研修中のホームステイ手配費用”
。

（注１）このサービス・サポートを参加者が利用しない場合でも、参加費は減額されません。
（注２）研修先・滞在先関係者に可能な限り出迎えてもらうように依頼しますが、現地でバスなどの公共交通機関が利用

できる場合や当該関係者の都合などによっては、参加者に自費で滞在先まで移動いただくこともあります。
（注３）研修校の手配によるホームステイの場合には、通常、
「滞在先と研修校との間の送迎」が研修校・滞在先から追加

費用なしに提供されますが、研修条件・滞在条件によっては、参加者に自費でバスなどを利用して登校・下校してい
ただくことになる場合もあります。

９．参加取消
＊参加登録後に参加を取消した場合には、取消の時期により、
『参加規則』に規定された参加取消料が発生します。
＊参加者の責務違反や違法行為などにより参加登録を抹消されたときも、参加取消に準じて処理され、取消料が発生します。
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10．ビザ申請
＊IIP のプログラムへの参加登録がビザ発行を自動的に保証するというわけではありません。ビザ発行の権限は各国政府に
あり、ビザ取得の手続や諸条件は変更されることがあります。IIP は各時点で最適と判断した手続をご案内し、万が一、
予定していた研修国のビザが発行されない場合には、他の研修国への変更などの代替案をご提示します。
＊研修国によっては、ビザ申請時の年齢が 30 歳までに限定されます。
〔例〕オーストラリア、ニュージーランド、オランダ
＊オーストラリア/ニュージーランド/カナダの場合、ビザ申請時に指定病院で健康診断を受ける必要がある場合があります。
オーストラリア（大使館指定病院、全国 6 ヶ所）
、ニュージーランド（大使館指定病院、全国 6 ヶ所）
、
カナダ（大使館指定病院、東京と神戸の 8 ヶ所）

健康診断料

2 万円～4 万円程度 （202２年 12 月現在）

＊研修国によっては、ビザ申請に際して、面接や指紋採取・健康診断等のため、大使館等に出向く必要があります。
〔例〕アメリカ（在日 米国大使館・領事館）
、カナダ（ビザ申請センター、東京・大阪 のみ）
、イギリス（ビザ申請セ
ンター、東京・大阪 のみ）
、フィンランド（在東京 フィンランド大使館）
、フランス（在東京 フランス大使館）
、
デンマーク（在東京 デンマーク大使館）
〔参考〕

（202２年 12 月現在）

◆ビザ申請料（202２年 12 月現在）
：
カナダ

346 カナダドル（CAD） / フィンランド

オーストラリア 510 豪州ドル（AUD）

/

520 ユーロ（EUR）

その他、国により１～５万円程度。

11．特殊な参加形態 - お子さんとの同時参加
☆お子さんとの同時参加が可能なプログラムは、学校を主要な研修の場とする「スクール・インターン」プログラム（一般
者用）と「海外教育交換」プログラムです。
☆3 ヶ月以上の同時参加が可能な国は、アメリカ、カナダ、フィンランドですが、教員免許もしくは同等の資格が必要です。
☆同時に参加できるお子さんは、出発時に小学校１年～6 年に在学中の者に限られます。
☆お子さんは、原則として、参加親権者と同じ学校に通学することになります。その際に、お子さんの学費が必要になる場
合があります。
☆現地での滞在が研修先の手配によるホームステイや寮の場合、お子さん一人につき、大人と同額の滞在費が必要です。
☆参加親権者、お子さん共に海外旅行保険にご加入いただきます。
☆お子さん一人につき、参加親権者とは別に、申込金として、研修期間が 12 週間未満の場合は 55,000 円（税込）
、研修
期間が 12 週間以上（プログラム上は 3 ヶ月以上）の場合は 110,000 円（税込）
、参加費として、研修期間が 12 週間
未満の場合は 55,000 円（税込）
、研修期間が 12 週間以上（プログラム上は 3 ヶ月以上）の場合は 110,000 円（税
込）を申し受けます。

12．その他
＊同一の研修コースでも、研修国や研修先の受入れ事情により、参加者条件（経験・資格・年齢その他）、出発時期、活動
期間、研修内容などが異なる場合があります。
＊IIP は、研修に係わる諸条件を予め研修先に確認して、その情報を参加者に提供しますが、それらの条件は、研修先の事
情や現地の経済状況などによって、研修開始前あるいは研修中に変更されることがあります。
＊各研修コースとも、参加者が日本から研修国に渡航することを前提としておりますので、参加者の出国前に IIP から資
料・書類などを参加者へ郵送する際は、日本の住所宛てといたします。
＊応募者・参加者は、IIP から提出を求められた書類を、必ず指定された期日までに提出してください。
＊提出いただいた書類は、差替えなどの場合を除き、原則として、返却されません。
＊研修開始前の３ヶ月以内の参加者による海外留学・海外旅行は、研修手続などに支障を来たすことがありますので、必ず
IIP の了解を得てください。IIP がその了解を与える際には、原則として、参加者が日本へ一旦戻った後に改めて研修に渡
航することを条件としますので、参加者は海外から直接に研修場所に向かうことはできません。
＊参加者は、研修活動を行なうにあたって、研修国の言語を日常基本会話程度は身につけておくことが望まれます。
＊学校を主要な研修の場とする「スクール・インターン」プログラム（一般者用）および「海外教育交換」プログラムを利
用して〈お子さんと同時参加〉する場合を除けば、IIP から各種サービスを受けることができるのは、参加者のみに限ら
れます。同時参加ではなく、単にお子さんや他の家族などを帯同するときは、その滞在先の確保を含め、帯同に伴うすべ
ての手配を参加者の責任と費用で行なってもらいます。
＊『募集要項』およびこの「注意事項」の内容は、事前の告知なしに変更されることがあります。
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【IIP 海外研修プログラムの趣旨と仕組み】
１．プログラムの趣旨

2022 年 12 月

２．プログラムの仕組み

IIP の海外研修プログラムは、自己の語学力の水準向上や

IIP は、その海外研修プログラムで、特定の受入側と提携

実務・技能の経験値拡大を欲するとともに外国での暮らし

した海外留学や海外旅行のようなパターン化した形で参加

を味わってみたいという皆様に、海外での実地研修活動を

者を募集するというのではなく、参加者ごとに手作りの研

通じて、地域密着型の生活体験をしてもらえるように設計

修環境を用意します。

されたものです。

そのために IIP では、研修先の所在国や研修期間などに

そのプログラムは、学校研修用の「スクール・インター

関する参加者の希望に意を払いながら、まず、参加者の受

ン」系プログラムと実務・技能研修用の「ワーク＆カルチ

入れをしてくれる学校・団体・企業など研修先の候補の探

ャー・インターン」系プログラムに大別されます。

索作業を開始します。

概して、
「スクール・インターン」系プログラムにおける

参加者と研修先候補のそれぞれの希望・条件を見比べな

実地研修では、外国の小学校・中学校・高校で、そこの教

がら、できる限り適合する相手を探し出すようにするこの

員たちと連携しながら、生徒たちに英語 － あるいは現地

作業は、容易に想像してもらえるように、多大な時間と手

語 － で日本の文化や実情などを紹介するという活動がそ

間を要するため、研修先の最終選定までに半年近く掛かる

の基礎を構成します。

ことも少なくありません。

「ワーク＆カルチャー・インターン」系プログラムでは、

受入れ条件などを詰めたうえで IIP が最終選定した研修

参加者の個別の目的に即した実地研修の場所（以下では、

先は、言うなれば、参加者の身元引受者の役割を果たして

「スクール・インターン」系プログラムにおける学校と併

くれることになります。

せて、
「研修先」と総称します）で、実務スキルの研鑽ある

「スクール・インターン」系プログラムにおいては、参

いは伝統技術の会得に努めることが活動の根幹になります。

加者はボランティアとして無給で活動することになります

このような状況の中で、参加者は、研修期間中の実地研

が、それに対して学校側では、無償で研修環境を提供して

修の内容を充実させるために、また、研修修了後の人生・

くれます。

仕事にその成果を反映させるためにも、研修先・滞在先で

さらに、研修中の滞在先の選択についても、参加者が IIP

は積極的に周囲の人々に接し、その地域コミュニティにも

を介して依頼すれば、状況が許す限り、学校側が学校関係

進んで溶け込むなど、与えられた環境と機会を充分に活用

者（教員や生徒保護者）の自宅その他でのホームステイや

することが望まれます。

寮などを手配してくれます。

その一方で、海外で研修活動や生活をするに当たって、

「ワーク＆カルチャー・インターン」系プログラムでも、

言葉がうまく通じなかったり、慣習の違いに戸惑ったり、

参加者の研修活動は基本的に無給ですが、それと引換えに、

相談できる日本人が周りに殆どいなかったりすることも少

参加者には無償で実務体験や技能習得の環境と機会が付与

なくありません。

されることになります。滞在先は、原則として参加者自身

よって、参加者には、自助努力・判断力・自主性と併せ

の選定に任せられるため、アパート・寮・ルームシェアな

て、順応力・柔軟な思考力が強く求められます。

ど多様です。

問題が生じたときに、IIP や研修先の窓口者をはじめ適宜
に他人に相談することは必要ですが、自己に対して甘く安

◆◆◆◆◆◆

易に他人に頼ったり解決を委ねたりするかたには、IIP のプ
ログラムは向かないとも言えるでしょう。

プログラムの「趣旨」と「仕組み」において、総じて、
参加者にとって肝要なのは、何よりも IIP と研修先との委

昨日の自分を超えることを目指して、定番型の海外留学

任関係・信頼関係を損なわないように行動することです。

や海外旅行・逗留では得られない、自分自身で今日と明日

研修環境は、参加者ごとにオーダー・メイドに近いもの

の過ごし方を試行し計画していく毎日： それを望む参加者

になりますが、それは参加者が自らの言動について恣意に

に、そういう環境と機会を提供するのが、IIP 海外研修プロ

基準を設定することを許しているわけではなく、特に、日々

グラムの主眼の１つです。

の研修活動と生活を円滑に進めるためには、IIP の規則・注
意・指示・通知に従い、かつ、研修先・滞在先の規則・指
示・要望に沿うことが常に参加者に求められるところです。
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【応募から出発までの一般的な流れ】
選 考 試 験 申 込

応募者：

▼

選

考

インターネットで選考試験申込
選考試験料の振込

試

験

IIP：

▼

書類審査
面接、ビデオ面談 又は 電話インタビュー（英語によるインタビューを含む）

合 否 結 果 発 表

IIP：

合否結果を郵送にて通知（合格者へは、通知と併せて、登録の案内）

▼

登

録

手

続

合格者：

▼

登録書類の提出
申込金の振込（合格通知から１～２週間後）

登録後ガイダンス

IIP：

出発までの準備事項などについて電話やメールでガイダンス

▼

研 修 先 の 探 索
▼

研

修

参加者：
IIP：

準

備

参加者：

定

IIP：

英文経歴書の提出
研修先候補との交渉（場合により、滞在先の手配の可否打診を含む）

研修国の社会事情の事前チェック、日本紹介用の資料・材料の入手など

▼

研

修

先

決

▼

渡

航

準

研修先から招聘状を受領

参加者：

参加費の振込（概ね、出発予定日の２～3 ヶ月前）
、研修先との事前交信

備

参加者：

ビザ申請・取得、健康診断受診、航空券・海外旅行保険の手配など

発

IIP：

▼

出

出迎え確認
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【プログラム参加規則】
１．参加申込み

2020 年 12 月 23 日改定

８．参加取消

インターナショナル・インターンシップ・プログラムス (以下IIP という)

(1) 参加者は、参加を取り消す場合、文書で IIP へ申し出なければならない。

の提供するプログラムに参加しようとする者は、本「参加規則」
、
「募集要項」
、

当該申出文書の受理をもって、IIP は参加取消として処理する。

「応募・参加に関する注意事項」
、
「プログラム参加申込にあたって」および

(2) 参加取消の処理が為された参加者は、当該処理が為された時点に関する以

選考試験結果通知の内容を承諾の上で、参加申込みを行なうものとし、その

下の区分と算定方式に基づき、参加取消料を支払わなければならない。

手続きに際しては、
IIP の指示に従って、
参加申込書等の必要書類を提出し、

A:基準出発日の61 日以上前の場合

参加費の10％

申込金を支払うものとする。

B：基準出発日の60 日前から31 日前までの場合

参加費の30％

２．参加登録

C：基準出発日の30 日前から15 日前までの場合

参加費の50％

(1) IIP が参加申込書等の必要書類および申込金を受領した時点で、参加申込者

D：基準出発日の14 日前から前々日前までの場合

参加費の70％

E：基準出発日の前日以降の場合

参加費の90％

は、参加登録され参加者となる。参加登録の有効期間は 2 年間とし、参加者
は当該登録期間内に海外研修に出発するものとする。

(3) 前項の「基準出発日」とは、予定出発月の第1 金曜日をいう。

(2) 納入された申込金は、正当な理由がない限り返金されない。

(4) 参加取消時に手数料やその他の料金・費用等が発生していた場合、参加者

３．研修国および研修先

は、参加取消料に加えてそれらを支払うものとする。

研修国および研修先については、IIP が参加者の希望・経歴・語学力や研修

９．IIP の責任の免除

先の受け入れ条件等を考慮して選定する。参加者からの研修地域の指定は受

(1) IIP は、以下に例示するような事柄を含め、IIP の故意または過失によらな

け付けられない。また、参加者が IIP の選定に従わない場合は、新たに研修

い事由により生じた参加者の研修の開始または継続の不可能については、そ

先を選定できないこともある。

の責任を負わない。

４．研修期間

① 参加者がパスポート・ビザ・滞在許可・航空券を取得できなかったこと。

研修国によっては、ビザ・滞在許可等の発給条件等により、研修期間が参

② 渡航到着地において、研修国への入国許可・移動許可がおりなかったこと。

加者の希望する期間よりも短縮される場合がある。

③ 再入国や滞在期間の延長が認められなかったこと。

５．出発時期

④ 研修先決定後に、研修先の事情により受け入れ不可能となったこと。

(1) 以下の場合等には、参加者の希望する時期に出発できないことがある。

⑤ 天災、地変、暴動、戦乱、テロ行為、ストライキ、日本・外国の官公署の

① 参加者の書類提出や参加費支払等の手続きが遅れた場合。

命令、伝染病・感染症等の流行、偶発事故、その他不可抗力。

② 参加者のビザ・滞在許可等の取得に時間がかかった場合。

(2) IIP は、IIP の故意または過失によるものでない限り、参加者の生命・身体・

③ IIP による研修先の選定に時間がかかった場合。

財産に生じた損害、および参加者の行為により第三者の生命・身体・財産に

④ 参加者の語学力や経験等が研修先の要求するレベルに達しない場合。

生じさせた損害については、その責任を負わない。

(2) 参加者側の事由による出発の延期は、参加登録の有効期間内で 2 回まで可

10. 参加登録の抹消

能とする。ただし、延期の都度、後述の第 8 条に規定された参加取消料の算

参加者に以下のような事態が生じたとき、IIP は、参加登録を抹消し、海外

定方式を準用した金額が、違約金として課徴される。

研修の取り止めや海外研修の中途での打切りを通告することがある。

６．参加者の責務

① 前述の第6 条に規定された参加者の責務を果たさない場合。

参加者は、以下の責務を負うものとする。

② 法令や公序良俗に反する行為をした場合。

① IIP への提出書類はすべて指定期日までに提出すること。

③ IIP やプログラム関係者のルール・指示・通告等に従わない場合。

② IIP の指定の通り、申込金および参加費等を納入すること。

④ 病気・ケガや精神の不安定等により、適切な研修ができないと IIP やプロ

③ E メールアドレス（携帯電話用は不可）を取得し、参加申込み時から研修

グラム関係者が判断した場合。

終了時まで、常にIIP とのE メールによる交信が可能な状態を保つこと。

⑤ IIP に届け出た参加者自身に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏がある

④ 出発時から帰国時までをカバーする海外旅行保険に加入すること。

ことが判明した場合。

⑤ 海外研修に必要なパスポート・ビザ・滞在許可・航空券を取得すること。

⑥ IIP および研修先の許可なく活動を休止または放棄した場合。

⑥ 活動のレポート等をIIP の指示に従って提出すること。

⑦ 言動がプログラムの円滑な運営を妨げると判断された場合。

⑦ IIP から必要と判断された場合には、国内および現地でのオリエンテーシ

⑧ 故意または過失の有無を問わず、プログラム関係者から研修・滞在の開始

ョンや講習へ参加し、その諸経費を負担すること。

または継続を拒否され、あるいは帰国を勧告された場合。

⑧ 連絡先を IIP や研修先・滞在先等（以下にプログラム関係者と総称する）

⑨ 本「参加規則」に違反した場合。

が常に把握できるようにし、変更があれば遅滞なく通知すること。研修中に、

11. 紛争解決方法と賠償責任

旅行等で不在になる場合も、スケジュールと連絡先をIIP やプログラム関係

(1) プログラムに関連して何らかの問題が発生した場合には、協議によって解

者に必ず通知すること。

決を図るものとし、その協議は、状況把握を的確に行うため、直接の当事者

⑨ 研修先では課題に真摯に取り組むとともに、研修地域の活動に積極的に参

のみで行なわれるものとする。ただし、当事者が未成年の場合は、保護者に

画することにより、プログラム関係者にとって参加者の受け入れが有意義な

よる代理行為が認められる。

ものとなるよう努力を尽くすこと。

(2) 参加者は、法令や本「参加規則」に違反する行為によって IIP やプログラ

⑩ 研修終了後は、海外での滞留を継続する場合における公的機関等との必要

ム関係者の名誉を傷つけたり損害を生じさせた場合は、その賠償の責を負わ

な手続きを含め、すべて参加者自身の責任と費用で行動すること。

なければならない。

７．参加費

(3) IIP が参加者に対して損害賠償責任を負うべき場合、その賠償総額は、参加

(1) 参加者は、指定の期日までに参加費を支払わなければならない。

者より支払われた参加費の額を超えないものとする。

(2) 参加費の金額は、参加申込時点で有効な「募集要項」に記載された通りと

12.その他

する。ただし、経済変動等の諸事情により、申込み後であっても参加費の金

(1) 参加者に適用される「募集要項」
、
「応募・参加に関する注意事項」ならび

額が変更されることがある。

に本「参加規則」等の IIP の文書については、参加申込時における最新版を

(3) 参加費は、正当な理由がない限り返金されず、海外研修に向けて出発した

有効なものとする。

以降は、一切返金されない。

(2) 本「参加規則」は、事前の告知なしに変更されることがある。
以上
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ご案内
個別相談・カウンセリング
★ IIP では、個別でのご相談やカウンセリング（無料）
を随時受付けています。

個別相談・カウンセリング予約先

実際に海外研修に参加された方の体験談なども交
えながら、プログラム内容についてご説明します。

E-mail：info@internship.or.jp

TEL: 03-5750-7711
カウンセリング実施時間
平日 10：00 ～ 1８：00

まずはどんなことでもお気軽にご相談下さい。

選考試験
プログラムへの参加お申込みの入り口は「選考試験」です。説明会にご参加されなくても、選考試験をお受
けいただけます。
IIP の選考試験は、書類審査とインタビューで構成され、筆記試験はありません。インタビューは「面接」
「Zoom や Skype を利用したビデオ面談」または「電話」のいずれかを選択できます。所要時間は 20 分程度
です。
まず、選考申込書の記載内容をもとに、日本語で詳しくご希望や目的などをお尋ねします。その後、英語（場
合によっては研修希望国の言語）でいくつか質疑応答を行いますが、それは現在の語学力と併せて、前向きな
コミュニケーション姿勢をお持ちかどうか、を確認するためのものです。
定員枠は設けておりませんので、IIP の基準に達した方が合格となります。
選考試験時に、プログラムに関するご相談にも応じています。

選考方法

選考申込方法

選考料

選考料の振込先

書類審査

及び

インタビュー

ホームページ（http://www.internship.or.jp）の選考申込フォームに
必要事項を記入し、送信後、金融機関にて選考料をお振込み下さい。

5,500 円（税込）

三井住友銀行

自由が丘支店

普通

７０５７１３２

インターンシッププログラムス

★選考試験申込の受理後、IIP より E-mail で受験案内をお送り致します。

選考試験は早めにお受けいただくことをお勧めします！
選考試験合格後、IIP プログラムに参加登録いただいた時点から、様々なサービスをご利用になれます。
「電話での英会話フリートークレッスン（無料）
」・
「事前講習会」・
「登録者専用 HP・メルマガでの情報提供」
などを有効に使って、十分にご準備を整えられることをお勧めします。
★選考試験についてのお問合せ先：「選考委員会」
E-mail：screening@internship.or.jp Tel. 03-5750-7711
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