
株式会社ジヤパンタイムズ
株式会社読売新聞東京本社

英字新聞部

英語学習者向け新聞編集局 新聞社・編集局英字新聞部

所属 The Japan Times ST編集部　
編集局英字新聞部
（The Japan News）

企画編集部 WEBサービス運営部

内容
日本人向け英語学習紙記事の
企画・制作など

  翻訳（紙面/ウェブ掲載物・販促物など）
  編成（紙面のレイアウト、編集作業の補助）
  取材（取材の補助）

企画・編集補助
Webサービスの運営・検
証、コンテンツの編集補助

募集
人数

2名 1名 1名 1名

応募
条件

実習時にPC持参できること
TOEIC870、IELTS7.0、TOEFLiBT100、

英検1級程度　(学部推薦可)

英検、TOEFL、TOEICいず
れかの受検歴があり、Word
が使えること

PC操作（Word、メール）、
英語の素養は不問

期間
時間

夏季休暇中　約2週間
平日　11:00～18：00

夏季休暇中　約2週間
平日

実習
場所

港区芝浦4-5-4 千代田区大手町1-7-1

15年度履修　電機メーカー就職
16年度履修 外資系コンサルティングファーム
就職

15年度履修　IT企業就職 17年度履修　4年生

企業・
団体

  英語学習者向けの記事の制作に携わりまし
た。企画出しや校正、英単語の注釈付けや掲
載ニュースの選択など幅広い業務を体験しま
した。
  誤字脱字のチェックという作業や、案を出して
もなかなか採用されないという仕事の難しさを
実感しました。
  その分、自分のアイディアが実際に掲載され
たときは、嬉しさだけでなく、大きなやりがいも
感じました。

学
部
イ
ン
タ
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ン
シ
ッ
プ
経
験
者
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  読売新聞社のインターンシップでは、普段は
見ることのない新聞制作の工程を間近に感じ
ながら、英字新聞部では翻訳を始めとする
様々な業務を体験することができました。
  たくさんの社員の方々と接する機会があり、
社会人として「働く」ということを体感できまし
た。
  今後に向けて自分の視野を広げていくため
にも、このインターンシップへのチャレンジは価
値がありました。

  語学書籍の編集やホーム
ページのレイアウト変更な
どに携わりました。
  また、仕事をする上での
考え方や文書の作り方な
ど、社会人への準備として
必要なことを学ぶことがで
きました。
   お世話になった担当の方
にも、就職活動の相談に
乗っていただくなど、お付き
合いを続けています。結果
的に異なる業種に就くとし
ても、インターンシップで身
につけた基礎力は存分に
活かせると思います。

  興味のあったメディア業界
について少しでも知りたいと
思い、インターンを志望しま
した。
  インターンでは辞書ソフト
の改訂や検索結果画面に
出す広告作成、ウェブメディ
アに掲載する記事の作成な
どをさせて頂きました。
  短い期間ではありました
が毎日新しいことに挑戦さ
せていただき、本当に貴重
な経験になりました。また、
業務外の時間にも社員の
方が親身になって進路の相
談に乗ってくださり、社会で
働くということについてよく
学べた実りあるインターン
だったと思います。

2018インターンシップ実習先募集要項

千代田区九段北4-2-6
市ヶ谷ビル

 日本最古の英字新聞社。
紙面で扱う内容は幅広く、英文記者が多いた
め独自取材記事が豊富である。
『The Japan Times ST』は、英語学習者向けの
週刊紙。紙面はジャパンタイムズ社のスタッフ
による取材記事の他、海外通信社等の記事で
構成される。重要な単語・表現には日本語の
注釈・単語訳がつくなど英語学習者向けの紙
面作りが特徴。

『The Japan News』は、読売新聞社が発行する
日刊英字新聞。主に読売新聞の英訳記事を掲
載。海外通信社の記事や、提携紙「ワシント
ン・ポスト」などの特集記事も扱う。外国人読者
の関心に応える日本の魅力を伝える特集記事
とともに、日本人読者がビジネスや国際交流
の場で使う英語表現の幅を広げる上で役立つ
紙面作りが特徴。

語学系の書籍出版・サービス提供を行う。1971年に日本
初の英語学習用月刊誌を創刊以来、通信講座『1000時
間ヒアリングマラソン』、リズムで単語を覚える『キクタン』
シリーズ、オンライン英和・和英データベース『英辞郎』な
ど多くの主力商品を持つ。他にもWebコンテンツ、eラーニ
ング、英語研修まで幅広く事業を展開。社名は
Associated Liberal Creatersに由来。

株式会社 アルク　

夏季休暇中　合計※2週間（60時間）
平日　09:00～18:00・14：00～18：00

※昨年例（週1～3回実習）

語学教育総合企業



株式会社日本旅行
特定非営利活動法人

JEN（ジェン)

特定非営利活動法人
ADRA Japan

(アドラ・ジャパン)

旅行会社 国際協力・NGO 国際協力・NGO

所属 システムトラベルセンター　 東京本部事務局 マーケティング部、事業部 制作部 教育事業部

内容

電話及びインターネット予
約に係わるデータ入力業
務及びチケット類発送業
務など

10月開催のグローバル
フェスタなどのイベントの
企画・運営・庶務

広報、ファンドレイジング、
国際協力に関する資料作
成等

試験問題関連業務全般（問題作
成、問題検討、校閲、データ入
力等）

BULATS、GCAS試験実施/営業事
務、社会人市場に関する広報物作
成（取材、執筆、校正、翻訳など）、
企業ビジネス英語関連市場調査/
データ分析

募集
人数

2名 2名 2名 1名 1名

応募
条件

PC基本操作が可能なこと PC基本操作が可能なこと PC基本操作が可能なこと

英語教育・試験問題作成に興味
ある明朗な学生で、日本の英語
教育（中高英語教育内容やレベ
ル）を理解していること。日本の
中学高校で教育を受けた学生
が望ましい。

英検1級相当またはIELTS7.0・
TOEFL600・TOEFLiBT100程度

・CEFRのB2レベル（英検準1級・
IELTS6.0・TOEFL550・TOEFLiBT80
程度）の英語力
・日本語による広報誌編集が自律
的に
行える。日本語による電話応対可
能な程度の日本語力
・Word・Excelが操作できる。(Power
Pointができればより望ましい）

期間
時間

8月約2週間
平日　09:15～18:00

0820～0919の15日間(120時
間）とグローバルフェスタ（10
～11月開催）参加。
※グローバルフェスタは、外
務省、JICA、国際協力NGOセ
ンター共催の国際協力イベン
ト

夏季休暇中　約2週間
平日

実習
場所

墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田

セントラルタワー10階

新宿区揚場町2-16
第二東文堂ビル7階

渋谷区神宮前1-11-1

17年度履修者　4年生 17年度履修　4年生 15年度履修者　航空会社就職

  デスクワークの他、新しい英語
の試験「TEAP」の説明会運営、
「IELTS」の試験運営を経験しま
した。
  普段、受験者として親しみが
あった「英検」や「IELTS」に、提
供側として携わったことで、モノ
やサービスを世の中に送り出す
ことに興味を持ち始めました。
  また、転職経験がある方やマ
マさん社員の方など、多くの社
員の方々とお話しできたことは、
自身の将来について考えるきっ
かけとなりました。

企業・
団体
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  旅行者が多く忙しい時期
の実習でしたが、将来そこ
で働く自分の姿がイメージ
できて良かったです。また
業務とは別に旅行業界に
ついての講義で生の声を
聞け、自分で調べるよりも
深い業界研究ができま
す。
  学生気分で受け身のま
までは何もせずに終わっ
てしまいますが、主体的に
動けば沢山のことに挑戦
する機会を頂けます。
  志望業界に関係なく、就
職活動を前に社会人脳に
切り替えたいと思う方には
おすすめしたいです。

  社会人として働くイメージ
を持つため、また興味の
ある国際協力の分野につ
いて知るためにインターン
に参加しました。
  様々な仕事を任され、責
任も大きいため、3週間毎
日ヘトヘトでしたが、その
分大きなやりがいを得られ
ました。
  職員の方と同じオフィス
で働くうち、気持ちの距離
が縮まり、就活や人生の
参考になるお話を聞くこと
ができました。
  インターンをただの職業
体験で終わらせたくない人
や、国際問題を自分の目
で見てみたい人、ぜひ！

実用英語の習得及び普及向上への寄与を協会理念とし、実用英語
技能検定の実施、実用英語に関する事業を通じて、英語能力の養
成のためとなる活動をしている。1963年発足の英語検定の草分け。
以来日本の英語教育産業をリードし、英語検定業界シェアNo.1。英
検、IELTSの運営、実用英語の研修・教育事業、検定問題制作・新テ
ストや英語教育コンテンツ開発等を行う。

2018インターンシップ実習先募集要項

夏季休暇中　約2週間
平日

新宿区横寺町55番地

創業1905年の日本最初の
旅行会社。総合旅行会社
として自社で企画提案販
売までを手掛ける。業界
最大手企業の一つ。「赤い
風船」ブランドの国内パッ
ク旅行で有名。運営する
旅行ポータルサイトは国
内外のツアー・宿泊プラン
検索・予約から団体旅行
の相談に至るまでの情報・
機能を網羅する日本旅行
の「顔」。

日本初の国際NGO組織
Japan Emergency NGOs
が前身。紛争や自然災害
により厳しい状況にある人
びとへの支援活動を展
開。アフガニスタン、パキ
スタン、イラク、スリランカ、
東北・熊本、ヨルダンなど
で活動。現地の人びとの
力を活かした「緊急期から
自立支援」を実施。

Adventist Development
and Relief Agency Japan
キリスト教精神を基盤とし
た活動を行なう国際NGO。
世界のADRA支部と連携
し、人種・宗教・政治の区
別なく、自然災害や紛争
の被災者、医療を必要とし
ている人々、教育を受けら
れない女性や子どもたち
などに、自立を助ける支援
や緊急支援を届ける。

公益財団法人
日本英語検定協会

英語能力養成のための財団法人

■各社ともPC基本操作（WORD・EXCEL）ができることが前提となっています。他応募条件については相談できる場合があります。

学部インターンシップ担当までお問い合わせください。学部インターンシップ担当：八坂 M601 cic-career@rikkyo.ac.jp


