夏休み オンライン体験プログラム一覧
海外へ行けなくてもオンラインで海外と繋げば、様々なプログラムを体験できます。 夏休みを利用して様々な「学び」を体験しませんか。
※プログラムは全てオンラインです。

＜個人向けプログラム＞
プログラム

実施日/期間等

対象者

7/22・23・29・30・

高校生～社会人

プログラム内容

問合せ・申込み＆備考

費用
サマー・エアラインスクール
1 名 49,800 円

外資系航空会社の CA を目指す方への

ウェンディーツアーマレーシア

8/5・6・12・13

オンライン講座。面接で必要になる英語力や

https://bit.ly/3jKP4qG

（全 8 日コース）

自己 PR、英文履歴書の書き方をマレーシア

※英語で行われるので、ある程度の

老舗のエアラインスクールが講義。
オンライン就業体験

4 日～

高校生～大学生

1 名 25,000 円

英語力が必要です

日・英語を使いながらインバウンド/アウトバウン

JTB マレーシア

ド旅行について学びます。多民族国家ならで

kulope.my@jtbap.com

はの異文化を知るきっかけにもなります。
インターンシッププログラム

10 日間

大学生～社会人

(月-金 計 50 時間)
1 名 35,000 円

マレーシアにおける旅行業について知り、その

日本旅行マレーシア

業務内容に沿って旅程や動画作成など、企

sunrise@sunrise.com.my

画を中心としたミッション型インターンシップ。

https://ntaasia.com/

旅行好き、企画系の仕事に就きたい方へ。
ヴァーチャルサファリ体験

サバ州サンダカンにある世界で唯一のマレーグ

buddyz

1 名 RM40 (約 1,040 円)

マ保護施設「ボルネオ・サンベアー保護センタ

https://bit.ly/3AsRIqK

※最小催行人数：

ー」で保護されているマレーグマと保護活動を

※対応言語

間近に見られます。

英語・中国語・マレー語

4 名（応相談）

1 時間

高校生～社会人

※プログラムや費用は予告なしに変更となる場合があります。詳細は実施会社へお問い合わせください。

プログラム

実施日/期間等

対象者

ペナン島

2 日間

17 歳以上

インターンシッププログラム

（4 時間ｘ2 日）

1 名から可能

プログラム内容

問合せ・申込み＆備考

費用

1 名 USD100
英語力プログラム

経営やマーケティング、企画等目指す職種に

オーバーシーズリビング

合わせて体験できるインターンシップ。英語での

overseaspn@gmail.com

体験なので英語力も UP
各コース 2 時間

17 歳以上

1 名 USD25

＊キャリアプランニング
履歴書、面接、自己 PR の方法

※最小催行人数：5 名

オーバーシーズリビング
overseaspn@gmail.com

＊コミュニケーション
ゴール設定、交渉力、
＊プレゼンテーション

ホームページ
https://bit.ly/3hAbpp8

プレゼンの組み立て方、発表の仕方
＊ビジネスミーティング
議題の作り方、ポイント、ミーティングの進め
方
＊ビジネス英語の書き方
＊日常英会話
＊会議で使える英語
サマープログラム

8 月 2 日～6 日

1 名 USD200

8 月 9 日～13 日

※最大 50 名迄

8:30-12:30

楽しく遊びながら英語も学ぶサマープログラム。

オーバーシーズリビング

1 アクティビティ 60 分で 1 日 3 つを体験。

overseaspn@gmail.com

（例）

ホームページ

※早期申込割引あり

＊科学体験

https://bit.ly/3hAbpp8

7 月 23 日までの申込は

＊動画つくり

USD120

6-15 歳

＊運動＆ダンス
＊紐結び、折り紙、

※プログラムや費用は予告なしに変更となる場合があります。詳細は実施会社へお問い合わせください。

＜学校・企業・団体向けプログラム＞
プログラム

実施日/期間等

費用

対象者

１～２時間

51-100 名:230,000 円
101-200 名:260,000 円

謎解きゲームや脱出ゲーム等気軽に楽しめる

日本旅行マレーシア

中学生～社会人

チームビルディングを通して、交流を深め、チー

sunrise@sunrise.com.my

10 名～200 名

ムワークの結束を高められます。英語での実施

https://ntaasia.com/

なので英語力アップも期待できます。

学校交流
費用目安（交流内容で変動）
10-19 名:1 名 2,700 円

半日～

20-28 名:1 名 2,400 円～

（現地午前）

高校生・大学生

マレーシア・プトラ大学と中継を結び、現地の

日本旅行マレーシア

最少催行人数:10 名

学生と文化交流や SDGs に特化した課題等

sunrise@sunrise.com.my

10 名～45 名

に対して意見交換。現地学生とバディシステム
を取ることで参加生徒全員に英語を話す機会 https://ntaasia.com/

最大 45 名まで
オンライン就業体験

問合せ＆備考

対応人数

チームビルディング
10-15 名:145,000 円

プログラム内容

を提供します。
4 日～

1 名 25,000 円

高校生～大学生

日・英語を使いながらインバウンド/アウトバウン

JTB マレーシア

5～20 名程度

ド旅行について学びます。多民族国家ならで

kulope.my@jtbap.com

はの異文化を知るきっかけにもなります。
SDGs 学習 in
サンウェイラグーン

約 45 分

高校生～社会人

広大な錫採掘跡に作られたサンウェイシティは

JTA（ジェイ・ティ・エイ）

10～100 名程度

会社全体でも SDGs に取り組んでいます。今

クアラルンプール支店

回はテーマパーク『サンウェイラグーン』園内での
※内容・人数により異なりますの

SDGs に対する 7 つの取り組みから 4 つを選

で,費用はお問い合わせください

び、編集映像とオンライン中継、スタッフとの質
疑応答で SDGs について学んでいただく、独
自のプログラム。テーマパークという身近な施設
を通じて楽しく SDGs について学びます。

※プログラム内容や費用は予告なしに変更となる場合がありますので、詳細は実施会社へお問い合わせください。

kul@jta.biz
http://www.jta-japan.com/

