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ディズニーワールド・インターンシップ・プログラム
― Undergraduate Certificate Program in Hospitality & Tourism Management ―

＜２０１９年１月派遣

1.

募集要項＞

概要
このプログラムは、アメリカ合衆国フロリダ州のウォルトディズニーワールド（Walt
Disney World）の関連施設で半年間インターンを経験しながら、同時に週１日セント
ラルフロリダ大学（University of Central Florida、以下 UCF）のホスピタリティ経営
学部（Rosen College of Hospitality Management、以下 RCHM）で関連の授業を３科
目履修するというものであり、修了者にはプログラム修了証明書が発行されます。
現状のプログラムの詳細は以下または QR コードを参照してください。
<http://hospitality.ucf.edu/professional-development/undergraduateprogram-in-hospitality-tourism-management/>
期間：

2019 年 1 月～2019 年 6 月（予定）

経費：

プログラム学費 3,500 ドル ※渡航費、保険料、寮費、生活費等別途

対象：

出発時 観光学部または経営学部 2 年次以上

選考：

学内での書類・面接選考、RCHM 担当者による面接（Skype）
、ウォルト
ディズニーワールド担当者による面接（対面・英語）を経て参加の合否
が決定します。

募集人数：

5 名以上（上限なし）
※合格者が 5 名に満たない場合、実施しない可能性があります。

【注意】
選考は秋学期に行われ、合否が決定するのは 11 月となりますので、9 月に秋学期の
履修登録を行うことを推奨します。本プログラムに応募し不合格になった場合でも履
修科目の追加登録はできません。
2.

プログラムの内容
プログラム参加者は「留学」の身分で派遣され、
「休学留学」または「在学留学」を選
ぶことができます。プログラムでは、 週 1 日 RCHM での授業 3 科目（観光経営に関
連する科目）を履修し、ディズニーワールド関連施設で週 30～37.5 時間のインターン
シップを行います。

3.

出願資格（申込時点で①から④のすべてを満たす者）
①

派遣時において観光学部または経営学部に 1 年以上在学し（休学期間を除く）
、
派遣期間中、観光学部または経営学部に在籍する者。

② TOEFL 80 または IELTS 6.5 以上（TOEIC は対象外）
。
③ 以下の計算式で求められる成績評価係数（GPA）が 3.0 以上であること。
計算式： 成績評価をポイント（S=4、A＝3、B=2、C=1）に置き換えて単位数に
乗じたものを、総登録単位数で割り、小数点以下第 3 位で四捨五入して算出。
※成績評価を行わない科目（「認」等）は計算に含まない。
（S の単位数×4）＋（A の単位数×3）＋（B の単位数×2）＋（C の単位数×1）
総登録単位数（欠、×等の単位を含む）

④

出願に際し、保証人の同意が得られていること（派遣決定後、保証人の同意書提
出が必要）
。

4.

単位認定
「在学留学」を選んだ場合に限り、留学終了後の単位認定審査により、授業内容や授
業時間数を考慮して認定されます。
※「在学留学」の場合、派遣中も本学へ学費を納入する必要があります。
※ 詳細は『派遣留学生募集要項 2019 STUDY ABROAD』の P17 参照

5.

プログラム参加費用（目安）
内容

金額

プログラム学費*

3,500 ドル

VISA 申請費（J1 ビザ）

340 ドル

保険料

7 万円程度

航空運賃（成田⇔オーランド）

20 万円程度

その他（初期生活費等）

10 万円程度

*プログラム学費には授業料、実習先への交通費、実習時の昼食代が含まれます。
※上記費用はあくまでも目安です。
6.

給与・生活費（目安）
インターンシップには給与が支払われ、給与から寮費を差し引いた差額を食費等の生
活費に充当することができます。生活費が不足する場合は自己負担となります。
給与

約 300 ドル/週（時給 10 ドル×30 時間）

寮費

103～200 ドル/週

※実習時間や給与、寮費は変更になることがあります。
2

7.

選考日程
1. グローバル奨学金への出願
派遣決定前ですが、この期間に出願をしておかないと奨学金が支給されません。
出願期間： 6 月 1 日（金）～6 月 15 日（金）消印有効
※詳細は次ページ参照
2. 学内選考への出願
次の期間内に、下記の出願書類を提出してください。
出願期間： 6 月 25 日（月）～6 月 29 日（金）17：00 まで
提出書類： ①

提出先：

願書（観光学部ホームページよりダウンロード）

②

成績参照画面のコピー

③

英語スコアの証明書コピー

新座キャンパス 7 号館 教務レポートボックス
または郵送 ※6 月 29 日（金）必着
［宛先］〒352-8558 埼玉県新座市北野 1-2-26
立教大学観光学部留学サポートセンター

3. 学内選考（面接）
7 月 9 日（月）～7 月 13 日（金）の別途指定する時間
※個別の面接日時は別途連絡します。
4. 学内選考結果発表
7 月 23 日（月）12：00 に観光学部掲示板とホームページにて発表
5. RCHM 担当者による面接（Skype）
9 月中で RCHM が指定する日（予定）
6. ディズニー担当者による面接（対面・英語）
9 月中でディズニーが指定する日（予定）
【注意】
立教大学から 5 名程度の参加を期待されており、条件を満たす人数が 5 名に達しない
場合は、立教大学からの参加が認められない場合があります。
8.

問合せ先
観光学部

留学サポートセンター（担当：生野）
新座キャンパス 5 号館 5 階 N5501
E-mail：kanko-exchange@rikkyo.ac.jp
観光学部ホームページ：http://www.rikkyo.ac.jp/tourism/
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9.

奨学金について
本プログラム、
（１）と（２）の奨学金の申込資格がありますので、以下の記載事項を
確認してください。下記奨学金の受給を希望する者は、出願前でも定められた申込期
間中に必ず申請を行ってください。派遣決定後に申請はできません。

（１）立教大学グローバル奨学金（返還不要 給付型）
立教大学が実施する「①派遣留学」、「②学部間交流プログラム」、「③認定校留学」、
「④その他単位認定を行う留学プログラム」に参加する者に申込資格があります。（本
プログラムは①に該当します。）父母の収入審査を行い、家計状況に応じて、年額 20 万
円もしくは年額 40 万円が必ず支給されます。
なお、支給金額は募集要項公開時には変更となる可能性があります。本奨学金の採用
人数に上限はありませんので、収入基準を満たした者全員に支給します。
（２）立教大学校友会成績優秀者留学支援奨学金（返還不要

給付型）

立教大学校友会からの支援による奨学金で、上記（１）立教大学グローバル奨学金
が対象とする留学プログラムに参加する者に申込資格があります。
立教大学グローバル奨学金が対象とする留学プログラムに参加する者のうち、2017 年
度までの学業成績が特に優秀な者に対し 10 万円を支給予定です。この奨学金は、採用
人数が大学全体で 100 名と決まっています。
※ この奨学金は、収入基準はありません。
※（１）立教大学グローバル奨学金との併給ができます。
【制度の詳細および申込みについて】
詳細は奨学金掲示板にて掲示するとともに、Rikkyo V-campus SPIRIT
（SPIRIT→学生部→奨学金）または QR コードで確認をしてください。
※奨学金制度についての相談先：学生部学生厚生課 TEL: 03-3985-3086
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