
参加者体験記 

私は元々ディズニーよりジブリ派
だったので(笑)、ディズニーについ
ての事前知識があまりありません
でした。ですから、出来るだけ、
プログラムについてのWebサイト
などを読んで知識とイメージを膨
らませたり、プログラムに関する
YouTube動画や、今まで見た事の
無かったディズニー映画を出来る
だけ多く見て予習をしていました。
また、東京ディズニーランドにつ
いての本なども読んでいました。 

帰国後就活を始め、第一志望の企
業から内定を頂く事ができました。
しかし、どうしてももう一度、あ
の場所に戻りたいという強い思い
から、現在さらなるインターン
シップを目指して活動中です。将
来はディズニーで本就職し、更な
る成長をし、向こうでのキャリア
を積んでいけたらな、と計画して
います。 

このプログラムの大きな要素は
「ディズニーワールドで働く」こ
とですよね。私は５ヶ月間、かの
有名な！シンデレラ城の元、
Attraction/ QS F&B キャストメ
ンバーとして、マジックキングダ
ムで働いていました。やはりアメ
リカ、新人だろうがノンネイティ
ヴだろうが関係ありません。研修
初日からスパルタで鍛えられます。
しかしその分、英語をツールとし
て海外で仕事をすること、臨機忚
変・柔軟に動く事、「コミュニ
ケーションをとる」とはどういう
事かなど、後々に役立つスキルや
経験を学び得る事が出来ました。 

また、みなさんの期待のひとつは
「外国人とのルームシェア」です
よね。このプログラムの学生は本
当に様々な国から参加しています。
世界中のいろんな人に会い、話し、
接する事は人生に刺激と感動と変
化をもたらしてくれます。海外と
いう不便な場所で親元を離れて自
立し、生活をする事で、今まで見
えてこなかった新たな発見がある
かもしれません。ただ何事に対し
ても一番重要なのは「自分から行
動すること」です。実際に、待ち
の姿勢でいたプログラム前期とそ
れに気づき改善した後半では、成
長率が大きく変わりました。 

私はこの５ヶ月間で、「苦しい・
辛い・大変」と思った事は実は１
日もありませんでした。ちょっと
嘘っぽいですが、逆に考えれば
「そうならないようにした・そう
思わないようにした」と言えるか
もしれません。「せっかくのチャ
ンス、全てをものにしたい！」と
思えば、できます。できました。
本当に毎日が楽しく充実し、輝い
ていて、まさしく夢の国・魔法の
国での生活でした。このプログラ
ムは私の人生を大きく変えてくれ
ました。本当に参加できて良かっ
たと、全てに感謝のみです。 

参加を考えている人へ： 
迷っているのなら、すぐに参加しましょう。今すぐに！！
初めての海外で英語力に自信なければ、つければい
い。今までの海外経験に満足できなかった人であれば、
なおさらやるべき。海外で働くチャンスがほしいなら、こ
こにあります。やる気と情熱と行動力さえあれば、必ず
成功します。自分に自信と実力がつきます。大変な経
験は人を何倍にも成長させてくれます。The Happiest 
Place on Earthで、the happiest oneになれます。一分一

秒も無駄な時間がないほど忙しいけれど、それ以上に
楽しい。 ウォルトの言葉を信じてください。         

“ If you can dream it, you can do it.”—Walt 
Disney 

 

1. 出発まで 

2. 現地にて 

3.  振り返って 

4. これから 

“Life-time Opportunity” 

北九州市立大学 外国語学部：大島響    



北九州市立大学 外国語学部：木原美穂     

参加者体験記 

英語の勉強はもちろんのこと、こ
のプログラムに関する動画を見る
などして出来る限り学ぶよう努め
ました。決定から出発まで3カ月程
ありましたが、ビザの面接や必要
書類の準備等であっという間に時
間は経ちます。特に書類の準備は
期日よりも早めに済ませることを
お勧めします。 

言語や文化が異なろうと「笑顔」
と「相手を知りたいと思う気持
ち」は何よりも大切であると学び
ました。どのような仕事に就こう
とこの二つを忘れずに働きたいと
思います。Disneyで学んだホスピ
タリティーと日本人としてのおも
てなしの精神を持って世界で活躍
することが私のこれからの目標で
す。 

写真 
・ 

イラスト 

インターンシップ 
前半はAll Star Resortでの
Merchandise、後半はEPCOT内
でQuick Serviceの仕事を経験し
ました。アラクションとは異なり
Disneyでなくても出来そうな仕事
ですが、どのポジションよりもゲ
ストに近くお話も共有できる接客
の仕事は本当に楽しいものでした。 
 
授業 
前半のDisneyの授業ではアメリカ
式のプゼンテーションをしたり名
刺や履歴書を作成しました。後半
はバレンシア大学の授業を受けま
したも。どの授業も新鮮で実際に
インターン中にも活用できるとて
もためになるものでした。 

日常生活 
出来る限りのことは挑戦しようと
思い何事も積極的に取り組みまし
た。ルームメイトとお寿司を作っ
たり、スペイン語を教えてもらっ
たりしました。バケーションでカ
リフォルニアやプエルトリコにも
遊びに行きました。プログラム終
了時にはカレッジプログラム生だ
けでなく世界中に多くの友達を作
ることが出来ました。 

このプログラムに参加できて本当
に良かったと思います。迷ってい
ることには、前向きに何でも挑戦
しようと思えるようになりました。
日本とは異なるアメリカ式の授業
やプレゼンテーションの方法は日
本でも充分に活かせるものでした。
プログラム中に仲良くなった友だ
ちとは今でも頻繁に連絡を取り合
い、まるで家族のような存在です。
海外でホスピタリティーを学びた
いと思っていた私にとって、期待
以上の素晴らしい経験となりまし
た。 

写真 
・ 

イラスト 

    参加を考えている人へ 

迷っているのならばぜひ、参
加することをお勧めします。
後悔はさせません ! 

1. 出発まで 2. 現地にて 

3.  振り返って 

4. これから 

Work! Learn! Enjoy! 



北九州市立大学 外国語学部：狩野ありさ     

参加者体験記 

気持ちの面では、出発日が近づく
につれ期待よりも不安が強くなっ
ていったのを覚えています。自分
の英語力で通用するかな?生活に適
忚できるかな？ということばかり
考えていました。 
準備の面では、薬類は日本から多
めに持っていくようにしました。
洗濯ネットは持っていくととても
便利だと思います。そしてなによ
り日本食はかかせません！ 
 

ディズニーは世界一のカスタマー
サービスを提供していると私は
思っています。その接客法、ビジ
ネス法をキャストの一人として学
べたことを誇りに、また武器に、
夢に向かって頑張っているところ
です。 
帰国後は英語に触れることも少な
いので、力が衰えないように英語
の勉強を継続しています。 
また、このプログラムに参加した
ことで今まで興味のなかった分野
にも興味がわいてきたので、そち
らも勉強していきたいです。 

①授業 
ヴァレンシア大学の授業２つの他
に、ディズニーのOrganizational 
Leadershipというコースを選択し
ていました。このコースは良き
リーダーとはどのような姿か、ど
のようなリーダーシップのとり方
があるのかということを学びまし
た。グループワークがメインで、
レポートを書いたりプレゼンをし
たりと楽しい授業でした。 
 
②仕事 
Hollywood Studiosで働いていま
した。前半はfoodの仕事で、キッ
チンもレジも清掃もすべて業務の
うちに入っていました。週4日朝か
ら晩まで働いて、週3日休みという 

スケジュールだったので自由な時
間が多く課題も取り組みやすかっ
たです。 
後半はmerchandiseでした。主に
レジで、たまに商品補充の仕事が
ありました。フードに比べて接客
がほとんどなので、ゲストといろ
いろなお話ができてとても楽し
かったです。Tower of Terror, 
Rock’n’Roller Coaster, 
Fantasmic!の3か所で働いていて、
それぞれコスチュームも雰囲気も
違うので、毎回新鮮な気持ちで仕
事ができました。こちらは、週5仕
事・週2のオフに授業だったので丸
一日休める日がありませんでした。 

あっという間の5か月間でした。当
初の不安はどこへやら、ホーム
シックもなく本当に帰国したくな
いと思えるほど友達やディズニー
で働くことが大好きになっていま
した。このプログラムに参加した
人が声をそろえて言うことだと思

いますが、私も人生が大きく変
わりました。英語の上達もそうで

すが、働くことを通して相手の気
持ちを汲み取り、どう行動すれ
ばよいのかということも分かるよ
うになったと思います。色々な国
籍の人と働き、生活するうえで協
調性も身に付きました。 

参加を考えている人へ： 
 
ディズニーが好き！英語を上達させたい！就活に
生かしたい！どんな理由でもいいと思います。参
加することで自信がつき、可能性が広がると思い
ます。誰もができるわけではないこのプログラムは、
絶対に人生の糧になります！ 
ぜひ参加されてください♪ 

1. 出発まで 
2. 現地にて 

3.  振り返って 

4. これから 

Let  the magic begin  !! 

ﾛｯｸﾝﾛｰﾗｰｺｰｽﾀｰ 

Organizational Leadership 



北九州市立大学 外国語学部：岡崎成美    

参加者体験記 

第一期生としてほとんど情報がな
い状態でプログラムに参加したの
で、出発直前は不安だらけでした。
以前タコマ留学の経験はあったの
ですが今回はインターンシップで、
しかもディズニーという世界的大
企業で働くというので語学力の面、
また現地のキャストやゲストとの
コミュニケーションの面での不安
も多々ありました。特別英語学習
といったものはせず、映画やドラ
マをみたりする程度でした。 

ディズニーで働くうちにもともと
興味のあったホスピタリティとい
う分野により関心を持つようにな
りました。日本国内外問わず、短
期インターンシップなど機会があ
れば挑戦していきたいと思ってい
ます。英語や英語圏の文化が好き
なのは相変わらずですが、最近日
本の良さも再発見できたので日本
文化を学んだり日本人にしかでき
ないホスピタリティを習得してい
きたいと思っています。 

写真 
・ 

イラスト 

私の最初のロールはアトラクショ
ンだったのですが、職場にはネイ
ティブスピーカーがほとんどでコ
ミュニケーションの取り方やヒア
リングには大変苦労しました。仕
事自体も安全を常に第一に考えな
がら同時に効率性やゲストを楽し
ませることを考えなければいけな
いので本当にタフな仕事でした。
次のロールはマーチャンダイズで、
マジックキングダムのメインスト
リートにあるWDWで一番忙しいで
あろうストアで働きました。マー
チャンダイズではアトラクション
よりもゲスト一人ひとりと話がで
きとてもやりがいのあるものでし 

た。また英語の話せない日本人ゲ
ストをサポートしたりとても意義
のある仕事でした。そしてこのプ
ログラムを通して一番良かったと
思うのが、ルームシェアです。初
めは生活リズムの違うルームメイ
トに気を遣いすぎてストレスを感
じたりしていたのですが、一緒に
出掛けたり大事な祝日を一緒に
祝ったりするうちに家族のような
存在になって今でも頻繁に連絡を
取り合っています。 

私のプログラムを振り返って正直
に思うのは、本当に大変だった！
ということです。やはり言語とい
うものがこんなにもネックになる
のかと何度も痛感させられました。
でも同時に今はあの頃に戻りたい
という気持ちでいっぱいです。
ディズニーという誰もが憧れる場
所で働けたというのは自信にもつ
ながったし何にも代えがたい経験
だったと思います。そしてエン
ターテイメントの中心地で友人た
ちと過ごした日々は今振り返って
も夢だったんじゃないかと思うく
らい最高で一生の宝物です。 

写
真 
・ 

イラ
スト 

参加を考えている人へ： 
参加して後悔は絶対にありません。プログラムを
終えるころには自分自身が成長したのを感じるだ
ろうしフロリダを去るのが惜しくなると思います。
迷っているのならとりあえず参加してみましょう！こ
れからの人生を大きく変える人に出会えたり、経験
ができると思います。 

1. 出発まで 

2. 現地にて 

3.  振り返って 

4. これから 

最高の経験、最高の仲間と 



北九州市立大学 外国語学部：稲澤美月     

参加者体験記 

出発前まではアメリカでの生活へ
の期待と、ひたすら準備に追われ、
不安などは一切ありませんでした。
ただネイティブが話すスピードに
できるだけ慣れておこうととにか
くリスニング教材をきいていまし
た。プログラムが開始するとすぐ
に授業、仕事が始まるので、「英
語を聞けない、話せない」となる
とかな～り苦労します。また、興
味をもってくれている相手へのマ
ナーとして、日本の文化や政治に
ついて知っておくのは大事だなあ、
と痛感しました。 

まずは就活をし、将来自分のベス
トだと思える進路を見つけます。
Disneyの経験でホスピタリティー
分野への関心がより深まったので、
プラスに生かしていけたらなと思
います。それからもう一度海外で
経験を積みたいという野望）、向
こうで出会った親友に会うために
バイトや英語や韓国語、スペイン
語学学習に励みます！ 

「働く、暮らす、学ぶ」をすべて
英語環境で他の文化の人たちと共
にすることは、とにかく刺激的で、
最初は環境に慣れること、仕事を
覚えることで精一杯でした。また
WDW内ではキャストもゲストも
色々な国籍、年齢の人がいて、ど
のキャストもCreate Happiness
のため言葉も仕事内容も同じレベ
ルを求められます。私はマジック
キングダムでOperationとF&B 
roleをしていました。特にゲストと
密にコミュニケーションが必要と
なるOperation roleでは「留学生
だから…」なんて言い訳は全く通
用しない世界でした。大変だと思
うことは何度もありましたが、日
本語がはなせるからこそ役にたて
ることもあるし、なにより「ここ
に来て本当に良かった」と思う瞬
間はその倍以上にあります！ 

プログラム中には勉強や働くばか
りでなく、パーティーやイベント
もかなり沢山あります。友達もか
なり増えますし、ぜひ足を運んで
ほしいです♪イベント時期のパー
ク内は最高潮の盛り上がりで、
パークの入り口から奥まで「人・
人・人！！！」で溢れています。
特にニューイヤーのカウントダウ
ンは涙が出るくらい、みんな思わ
ず知らない隣同士のゲストとハグ
し合うくらい感動しました！一生
忘れられない思い出になったので、
もしfallのDCPに参加される方で、
チャンスと人ごみに飛び込む勇気
（笑）がある方は、是非マジック
キングダムのカウントダウンに
行ってみてください★ 
 

本当に毎日が濃くてあっという間
の５ヶ月でした。そして大変なこ
と、楽しかったこと、すべてひっ
くるめ一生忘れられない思い出が
詰まった５ヶ月間でした。日本の
良さも沢山実感しました。いまだ
に沢山の思いがあり一言では表せ
られませんが、とにかく在学中に
この素晴らしい機会に出会えたこ
と、チャンスをいただけとことが
本当に幸せです！！ 

参加を考えている人へ： 
迷ってる方、とにかく挑戦してみてください！「英語を学
ぶのではなく、英語で学ぶ」。語学はもちろんですが、日
本、他の留学では学べないこと、経験できないことがたく
さんあると思います！ 
 

参加される方、きっと向こうでの生活はホームシックにか
かる暇すら惜しいくらい、あっという間です^^沢山素敵な
経験を積んで、沢山楽しんでください♪ 
 
 
 

1. 出発まで 

2. 現地にて 

3.  振り返って 

4. これから 

Let the memories begin! 



北九州市立大学 外国語学部：濱崎香苗     

参加者体験記 

職場になる、Disneyをまずは知る
べきだと、改めて子供のころに観
ていたDisney映画を観たりしまし
た。Walt Disneyがどんな気持ちで、
またどういった過程で、今世界一
のエンターテーメント会社を作っ
ていったのか、こういったことを
事前にきちんと知ることで、働く
前に気持ちの準備ができました。 

現地で得た、コミュニケーション
力、協調性、主体性を発揮できる
会社で働けるよう、就職活動に励
んでいきたいと同時に、現地で出
会えたルームメイトや友達、同僚
にいつか自ら会いに行けることが
できたらいいなと思います。 

週１のDisneyの授業に加え、
Valencia Collegeからのオンライン
での宿題提出、そして週４～５の
Disneyでの勤務は、想像以上に大変
でした。私の仕事は、Costuming。
その中でも、昼にMagic Kingdom
で行われる二つのパレードを、裏で
一日中サポートするというお仕事で
した。重労働で俊敏さと正確性を求
められる大変なポジションではあり
ましたが、同時にキャラクター達や、
ダンサー達が音楽とともに乗り物に 

乗って動き出す瞬間を毎日のように
見ることができ、夢のようなお仕事
だったと改めて思います。私はゲス
トと触れあうことのできる仕事では
ありませんでしたが、みんなで力を
合わせてパレードを無事成功させ
る！という裏方ならではの仕事で学
ぶことはたくさんありました。また、
ルームメイトや同僚とも、とてもい
い友好関係を築け、日本に変える頃
には世界中に友達を作ることができ
ました。 

決して楽な半年ではなく、立ち止
まったり、挫折したりすることも
ありましたが、私はこのプログラ
ムに参加できて本当に良かったと
思います。日本では決して得られ
ることのなかった、沢山の友達と、
仲間と、経験と、知識と、時間が
得られたと感じています。 

参加を考えている人へ： 

少しでも興味がある人、今、何をして
いいか分からず進むべき道が見つ
からない人。一歩踏み出してこのプ
ログラムに参加すれば、思った以上
の経験と仲間が得られるかもしれま
せん＾＾ 

1. 出発まで 

2. 現地にて 

3.  振り返って 

4. これから 

世界一の職場と学習 



北九州市立大学 外国語学部：山本晴香      

参加者体験記 

初めてこのインターンの話を聞いたときのあの胸の高鳴りは今でも忘れ
られません。授業中にも関わらず、笑みがこぼれて仕方がありませんで
した。もともと留学を考えていたのですが、それだけではなんだか物足
りなくて、他に何かないかと探していた矢先の話でした。アメリカの大
学で勉強しながら、色々な国籍の人と働くことができ、また世界Ｎｏ.1
のホスピタリティーを学ぶことのできるこのインターンシップは、まさ
に私が探していたものそのものでした。チャンスの女神には前髪しかな
いという言葉を信じて、その後すぐに忚募したのがまるで昨日のことの
ようです。 

私の将来の夢はキャビンアテンダントになることで
す。今回のインターンシップで学んだディズニーの
「make magical moment」の精神をもって、また
世界中にいる友達に負けないように、これからも色
んなことに挑戦して絶対に夢を実現させます！ 
 
Because dreams comes true! 

フロリダでの生活は私にとって初め
て、実家を離れての一人暮らしでし
た。最初はホームシックになったり
つらいこともあったけど、ルームメ
イトや同僚のおかげで、最後はフロ
リダを離れるのが寂しくてたまらな
くなるほど、気が付けば毎日がすご
く楽しいものになっていました。 
出会う人はみなフレンドリーで、す
ぐに友達になれました。様々な国籍
の人がいるので、お互い自国の食べ
物を持ちよったり、民族衣装に身を
包んで踊りを紹介したり、文化を
シェアしたり、パーティーを開いた
りと、すごく楽しかったです。 
また、ディズニーが力を入れている
ボランティア活動にも参加したり、
授業や働く時間はもちろん、それ以
外の時間もすごく充実した日々を送
ることができました。 

このインターンシップに参加して１番よかったこと
は、多くの出会いによって、視野が広がったことで
す。年齢や性別、国境を越えて様々な人とコミュニ
ケーションをとる中で、今まで自分が知らなかった
世界をたくさん知ることができました。 
特に私の中で大きかったのは、アジアやアフリカ、
ラテンやヨーロッパ出身の人と友達になれたことで
す。恥ずかしながら、それまでいかにアメリカ以外
の国や地域について何も知らなかったことを実感さ
せられました。今回のインターンシップを通して、
彼らの文化や習慣に初めて触れる貴重な機会を頂け
て本当によかったです。ディズニーワールドでは文
字通り世界中から学生が集まって一緒に働くので、
世界を知るひとつのきっかけになりました。また、
彼らの志の高さにもすごく刺激を受け、彼らと出会
えたことこそがこのインターンシップの宝物だと私
は思っています。 

参加を考えている人へ： 
このプログラムの話を聞いてどきどきするあなた、どう
かそのどきどきを大切にしてください。百聞は一見にし
かず。やらずに後悔よりもやって後悔。今、この時だか
らこそできることがここにあります。Once in a life 
experience があなたを待っています（＊＾＾＊）胸のとき

めきはそのままに、どうぞディズニーの魔法にかかって
きてみてはいかがですか♪ 

1. 出発まで 

2. 現地にて 

3.  振り返って 

4. これから 

世界中にできた友達が1番の財産です！ 



徳島大学 総合科学部：坂東玲子     

参加者体験記 

合格して、出発までは不安でいっ
ぱいでした。とりあえず、英語の
勉強。でも、ちゃんと勉強できて
いるのかどうかいまいちわからな
い・・・。という微妙な感じでし
たね。それでも大好きなDisneyに
行けると毎日わくわくどきどきし
ながら出発の時を待っていました。
あと、尊敬する先輩に会えるだけ
会って、たくさんアドバイスをい
ただきました。 

今後はDisneyで学んだホスピタリ
ティーを日常生活で自然に使える
ようになるのが一つの目標になり
ました。いつでも明るく、人に夢
を与えられるようなそんな人間に
なりたいです。あと、今を一生懸
命頑張るっていう精神ですね。何
をどう考えたって今を頑張ること
こそ今後に繋がっていくのだと思
うようになりました。人と人との
つながりを大切にし、スーパー前
向き人間になったつもりで現在は
頑張っています。 

最初の一か月は苦労しっぱなしで
した。予想はしていたのですが、
予想以上に苦しかったです。まず、
当たり前ですけど英語！通じない。
まったくもって通じない。聞いて
理解するのに全集中力を使うので
終始黙りっぱなし。自分の意見は
言えない、もちろん雑談もできな
い。しかも周りの子たちはスペイ
ン語ばっかりしゃべる。それでも、
やっぱり慣れると全然平気になり
ました。友達ができると自然に 

おしゃべりできるようになったし、
仕事のミスも減りました。最後に
は私が新しい子に仕事を教えてま
した。なによりたまにあるゲスト
とのたわいもない会話が楽しくっ
て、そんな会話が自分でもできる
ようになったんだなとしみじみ自
分の成長を感じたのが最後の１か
月でしたね。 

初めての留学、初めて英語を使っ
ての仕事。なにもかもが初めてだ
らけわからないことだらけで、く
じけそうでした。でも、周りの友
達が話を聞いてくれて、励まして
くれて、職場でも助けてくれる同
僚ができて。私、周りの人に本当
に恵まれているんです。あと、と
にかく「ポジティブになる」こと。
くじけそうでも意地でもポジティ
ブに考えられるようになりました。
そして「努力」。仕事ってホント
に慣れなんですね。慣れるまで頑
張れる努力。それこそが大切です。
それは海外だからってかわりませ
ん。努力は場所を選びませんから。 

参加を考えている
人へ： 
みなさん知っていますか？
毎年ディズニーリゾートでバ
イトをしたくって応募する人
が大勢います。このプログラ
ムはそのあこがれの夢の世
界でインターンシップという
形で働き学ぶことができる貴
重なチャンスです。しかも、
海外です。海外で仕事がで
きる機会なんてまずありませ
ん。ぜひ挑戦してみてくださ
い。応援しています！ 

1. 出発まで 

2. 現地にて 

3.  振り返って 
4. これから 

夢の世界から学ぶこと 

ちなみにProgram内のイベ
ント”Nigth  of  Stars”という
タレントショーでBest 

Dancerに選んでいただきま

した。ダンサーが夢の私に
とって最高の思い出です。 


