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  主催：（公財）長岡市国際交流協会   共催：長岡市  

事業名 
30回記念 日本開催 

アドバンスインターナショナル  
リーダーシップアカデミー（AＩＬＡ）  

青少年国際スポーツキャンプ  原信サマースカラシップ 
学生平和交流プログラム

in Honolulu 
（応募受付は8月から） 

開催地 東京都、長岡市 
ドイツ連邦共和国ラインラント＝プファルツ州 

トリアー市 
アメリカ合衆国テキサス州
フォートワース市、長岡市 

アメリカ合衆国ハワイ州 
ホノルル市 

内 容 

フォートワース市の姉妹都市の高
校生が東京都内で共同生活、長岡市
内でホームステイをしながら、テー
マに沿った活動を通してリーダーシ
ップを学ぶ。 

トリアー市の姉妹都市等の
青少年が集まり、体育館内で合
宿生活をしながら、スポーツを
通して交流する。 

フォートワース市と長岡市の
高校生がペアを組みお互いの家
庭でホームステイをしながら文
化体験し、交流を深める。 

真珠湾追悼記念式典への
出席、現地学生と意見交換
などを行い平和に対する理
解を深める。 

期 間 
8月２日（金）～８月 11日（日） 

東京：8月 2日（金）～ 8月 5日（月） 
長岡：8月 5日（月）～ 8月 11日（日） 

7月 11日（木）～７月 22日（月） 
＜ 長 岡 プ ロ グ ラ ム ＞  
7月 2５日（木）～8月４日（日） 
＜フォートワースプログラム＞ 
8月８日（木）～8月 1７日（土） 

１２月５日（木）～１２月１０日（火） 

取扱旅行社  (株)エイチ・アイ・エス 近畿日本ツーリスト(株)/(株)新潟トラベル 後日決定 

           参  加  生・ファシリテーター        詳細 ２p、3ｐ 

募集人数 参加生 13人 
ファシリテーター ４人程度 参加生 ５人 参加生 ８人 参加生 4人 

参加費 

2万 8千円
(参加回数にカウントされません) 21万円（注） 無料★ 

（長岡受入活動費として３万円） 17万円（注） 

【含まれるもの】 
（協会が不足分を補填します） 
国内移動費（東京）、国内宿泊費
（東京）、国内旅行保険料、団体保
険料、プログラム参加費 など 
 
【含まれないもの】 
個人経費など 

【含まれるもの】 
（協会が不足分を補填します） 
航空運賃、国内移動費、団体保 
険料、プログラム参加費など 
 
【含まれないもの】  
パスポート取得費、ビザ取得費
（必要な場合）、旅行保険料、 
個人経費、スーツケース発送費
用（自宅～空港間）など   

詳細は、市内原信店舗、学校、
当協会ＨＰの募集要項をご覧く
ださい。 

8月募集開始～ 

９月 10日（火）締切 
 

8pに現時点の詳細を掲載し 
ていますが、変更の可能性が
あります。8 月配布予定の募
集要項を参照ください。 

応募締切 ５月１３日（月）（必着） （公財）長岡市国際交流協会に持参、または郵送 

試験日 5月１８日（土）     試験時間はプログラムによって異なります。 ９月１5 日（日）（予定） 

選考方法 英語試験、日本語面接 日本語面接、作文（日本語） 英語試験、日本語面接、作文（日本語） 

              引    率                   詳細 9p 

募集人数 引率 2人 引率 １人 引率 2人  

経 費 渡航費（AILAを除く）、国内交通費、現地滞在中の宿泊費等については当協会の規定により支給します。 

応募締切 5月 ７日（火）（必着）  応募書に必要事項を記入し、当協会に持参または郵送 

選 考  5月１１日（土）     （選考方法）日本語面接、英語面接 

◆説明会開催◆４月２０日（土）午前１０時～正午 まちなかキャンパス長岡 ３０１会議室 
事前申込不要。参加無料。応募を検討されている方は当日直接会場へお越しください。 
（注）平成 30年度から参加費が変更になりました。詳細は 4ページをご確認ください。 

【申込・お問い合わせ】 
（公財）長岡市国際交流協会 事務局 長岡市大手通 2－2－6（ながおか市民センター１階）  

TEL：0258－39－2207  FAX：0258－39－2280 Email：intlexchange@city.nagaoka.lg.jp 

 

参加生・ファシリテーター・引率 募集要項 
 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-26-origin.fc2.com/m/e/r/merrissa/deutschland.jpg&imgrefurl=http://merrissa.blog5.fc2.com/blog-entry-156.html&h=480&w=640&sz=6&tbnid=guon1Xc1H2XMbM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E5%9B%BD%E6%97%97&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E5%9B%BD%E6%97%97&docid=GPkzyxtn7CTdcM&hl=ja&sa=X&ei=aiYWT4uZKOvJmQXn7MnOAw&sqi=2&ved=0CEgQ9QEwAg&dur=15281
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（AILA）                                            （応募要項別途あり）   
 

１ 対 象  
 
◆参加生  
① 長岡市在住、または市内の学校に通学している高校 1年生から高校３年生。 
② 人種に対する偏見がなく、肌の色などで差別をしない。 
③ 引率者の指示に従い、長岡の代表としてふさわしい行動ができる。 
④ 全ての事前研修（６月～７月、AILAのみ全６回）、事後研修、報告会（11月２日）に参加できる。 
⑤ 学校長及び保護者の同意を得ることができる。 
⑥ 過去に当協会主催のプログラムに参加したことがある人も応募可能ですが、参加費が異なります。 
平成 30年度から、高校生以上を対象としたプログラムへの参加が２回目の場合は倍額、３回目以降は
全額（上限 45万円）の参加費を負担いただくことになりました。中学生プログラム、原信サマースカ
ラシップ、今年度の AILAへの参加は回数に含まれません。詳細は４ページをご覧ください。 

 
◆ファシリテーター （AILAのみ） 
① 長岡市在住、長岡市出身、あるいは当協会プログラム参加経験者で、大学・短期大学の２年生以

上、工業高等専門学校の５年生以上の学生。（大学院生を含む） 
②  研修会（第５回と第６回）、プログラムの全行程（東京プログラム開始から長岡プログラム終了ま

で）、報告会に参加できる。（プログラム中の宿泊は参加生と同様） 
③  他国のファシリテーターと協力して活動するため、コミュニケーションに不足のない英語力を有する。 
④  緊急時を含めて責任を持ち、臨機応変に対応することができる。 
⑤  プログラム期間中、運営の補助を行うことができる。 
⑥ 指定されたオンライントレーニングや提出物等がある場合は、期日までに完了・提出することができる。
⑦ 長岡プログラム期間中の宿泊場所がある。（宿泊場所の斡旋や宿泊費の補助はありません） 
 

【ファシリテーターの交通費について】 
長岡駅への２回往復（研修会、報告会）と、東京プログラム集合地点への交通費は、片道 1万円を上限と 
して助成します。 

 
ファシリテーターと引率の役割の違いについては、５ページをご確認ください。 

 
 

２ 応 募 締 切   【共通】５月 13日（月）（必着） 
（公財）長岡市国際交流協会に持参、または郵送してください。 

 
３ 選 考 試 験   【共通】 

【日  時】５月 18 日（土）集合時間はプログラムにより異なります。 
【会  場】まちなかキャンパス長岡 ５階 

長岡市大手通２－６フェニックス大手イースト  
 
４ 選考結果の通知      ５月 29日（水）までに本人及び各学校長あてに通知します。 
             （ファシリテーターは本人にのみ通知） 
 

参 加 生 ・ ファシリテーター 

アドバンスインターナショナルリーダーシップアカデミー、青少年国際スポーツキャンプ、原信サマースカラシップ  
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５ 研修会（訪問前・訪問後）・報告会  
 
【訪問前研修会】（終日開催） 
第１回 ６月 1日（土）（保護者同席）  ★全事業共通     
第２回 ６月 ８日（土）★全事業共通 
第３回 ６月１５日（土）★全事業共通        
第４回 ６月２９日（土）★全事業共通               
第５回 ７月 ６日（土）★全事業共通 
第 6回 ７月 7日（日）（AILAのみ） 

 
・ 第１回研修会（６月 1日）ではプログラム参加や渡航に関する説明を行うため、保護者の方と出席して 

ください。（ファシリテーターには必要部分を個別に説明します） 
・ AILA参加生とファシリテーターのみ第 6回の研修会があります。 
・ 研修内容は英会話、日本文化学習、文化紹介練習、講演など、プログラム参加のための準備を整え、 

国際人としての感覚を育むためのものです。 
 
【訪問後研修会】 日時未定。プログラムごとに全員が参加できる日時を事前研修内で決定します。 

報告会開催日までに２回～３回程度。報告会の準備を行います。 
 
【 報 告 会 】  日 時 平成 31年 11月２日（土）午前 10時～正午 

場 所 アオーレ長岡 西棟１階 市民交流ホール A 
長岡市の代表として、体験報告会で市民の方々に学んだことを報告します。 

 
【体験記の提出】 1,200 文字程度の体験記、写真１枚の提出。年度末に発行される冊子に掲載します。 
【翌年度の説明会と事前研修会への協力】  平成 32年に開催する説明会及び事前研修会等への出席。 

 
 
 
 
6 そ の 他 

① 当協会の賛助会員に加入していただきます。 
（参加生・ファシリテーター 年会費 1,500円） 

② 選考試験終了後、参加生決定後のキャンセルは、主催者や旅行担当業者などが定める規定に準じたキャン
セル料をお支払いいただきます。 

③ 未成年者の海外渡航に伴い、必要に応じて戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）などの書類提示を求める場合
があります。 

④ 燃油サーチャージの変動等により、追加料金をいただく場合があります。 
⑤ 以下のような事由により発生した事故及び損失等に関して責任を負いかねます。また、事業を中止する場

合があります。 
（ア） 天災、火災、不慮の災害 
（イ） 政府及び公共団体の命令、ストライキ、戦争、盗難、暴動、税関規則など、不可抗力 
（ウ） 法令もしくは公序良俗に反する行為     
（エ） 応募人数が大幅に定員に満たなかった場合 

⑥ プログラム中に撮影した写真や動画は当協会の広報活動に利用されます。あらかじめご了承ください。 
 
  

重要！ 
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○ 参加２回目の場合、参加費は今年度の参加費の倍額を負担していただきます。 
○ 参加３回目以降の場合、参加費は全額負担としますが、45万円を上限とします。 
○ 参加回数は、高校入学から大学院修了までの通算でカウントします。 
○ 平成 30年度国際ソロプチミスト長岡主催の「高校生英語スピーチコンテスト」において、当協会賞を受賞し ILAに参加した

場合も参加回数に含めます。 
○ 原信サマースカラシップの参加費は、過去の参加回数にかかわらず無料です。（長岡プログラムの活動費３万円が必要です。） 
 
◆次の項目に該当する場合は、過去の参加回数には含めません◆ 
・平成 29年度以前の当協会プログラムへの参加   
・原信サマースカラシップへの参加 
・当協会の中学生プログラムへの参加 
・平成 31年度アドバンスインターナショナルリーダーシップアカデミー（AILA）への参加 
 

 
ILA（注）平成 31年度のアドバンスインターナショナルリーダーシップアカデミーは、通常の ILAと異なるため参加回数に含めません。  

 
参加費の変更に伴い、平成 31 年度の参加費をもとに参加費用を算出しています。 

１回目に参加するのは？ ２回目に参加するのは？ 2回目の参加費

キャンプ 21万円

学生平和 17万円

原信 無料（活動費3万円）

１回目に参加するのは？ ２回目に参加するのは？ 3回目に参加するのは？ 3回目の参加費

ILA(注)、キャンプ ～45万円

学生平和 ～45万円

原信 無料（活動費3万円）

ILA(注)、キャンプ ～45万円

学生平和 ～45万円

原信 無料（活動費3万円）

ILA(注)、キャンプ 42万円

学生平和 34万円

原信 無料（活動費3万円）

ILA(注)、キャンプ 42万円
学生平和 34万円

原信 無料（活動費3万円）

ILA(注)、キャンプ 42万円

学生平和 34万円

原信 無料（活動費3万円）

ILA(注)、キャンプ 21万円

学生平和 17万円

原信 無料（活動費3万円）

２回目の参加費

ILA(注)、キャンプ
学生平和

ILA(注)、キャンプ 42万円

学生平和 34万円

原信 無料（活動費3万円）

原信

ILA(注)、キャンプ

学生平和

原信

原信

3回目の参加費

ILA(注)
キャンプ
学生平和

ILA(注)、キャンプ

学生平和

原信

平成 30年度から、高校生以上を対象とした姉妹都市交流プログラムの参加費が変わりました。 
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フォートワース市で毎年開催している高校生を対象とした未来のリーダー育成のための国際交流プログラムを、
30回の節目を記念して日本で開催します。文化や言語が異なる世界の高校生と、英語を共通言語として多くの
時間をともに過ごします。セッションと総称されるディスカッションやアクティビティを通して、リーダーシッ
プやコミュニケーションスキルを伸ばすことができます。 
今年度のテーマは『Peace Through Innovation』。日本で世界との出会いを経験しませんか。 
今年度は今までの ILAと異なり日本で開催するため、通算の参加回数には含まれません。今まで、ILAを含む

高校生プログラムに参加した方も応募が可能です。参加生、ファシリテーターともにこれまでの参加回数にかか
わらず、参加費は 2万 8千円です。 

 
◆期 間  平成３１年８月２日（金）～ ８月 ５日（月） 東京プログラム 

８月５日（月）～ ８月１１日（日） 長岡プログラム 
◆滞 在 
   東   京 : 都内のユースホステルで他国の参加生と同室に滞在。（１室複数名）  

長   岡 : 長岡の参加生は自宅に滞在。他国の参加生徒は長岡市内のホストファミリー宅に滞在。 
★他国の参加生のホームステイ受け入れが可能な方は、応募書の該当欄にチェックをつけてください。 

 

◆参加予定国（フォートワース市の姉妹都市から日本に参加生が集まります） 

アメリカ合衆国（フォートワース）、イタリア共和国（レッジョエミリア）、ハンガリー王国（ブダペスト）、       
インドネシア共和国（バンドン）、 エスワティニ王国（ムババネ）、中華人民共和国（貴陽）、 日本（長岡） 

 
◆活動内容   フォートワース市の姉妹都市から高校生が集まり、テーマに沿ったディスカッションやグループワ

ークなど多彩な活動を通してリーダーシップやコミュニケーションスキルを学びます。 
     英語を共通語として世界の仲間とリーダーシップ能力を高め合うとともに、日本を訪れる外国人 

が快適に過ごすためにどのような心遣いができるのか、ホスピタリティを学ぶこともできます！ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
【ファシリテーターと引率の役割の違いについて】 

ファシリテーターは、言語レベルや文化背景が異なるメンバーで行うセッションとよばれるグループ活動で、参加生の発言や
参加を促しながら、グループ内のコミュニケーションを促進する立場として高校生の指導を行います。引率者や運営チームをは
じめとした関係者とも日々協力します。今回は日本での開催ということもあり、運営補助としても協力いただきます。 
引率者は、生活指導、健康管理、コミュニケーションのサポート、スタッフとの調整、連絡事項等の伝達、英語補助など、セッ

ション以外での参加生管理全般を行います。セッションでは見学や写真撮影を行うことは構いませんが、発言は行わずに見守り
役に徹します。事前研修会での準備、事後研修会における報告会に向けた指導（プレゼンテーションの作成など）は引率主導で行
います。 
ファシリテーターと引率者はそれぞれの役割が異なることを理解したうえで、お互いに協力しながらクラスルームの中と外で

参加生が力を発揮できるようサポートします。 
 

◆ファシリテーターについては２・３ページを、引率については９ページをご確認ください。 

第３０回 アドバンスインターナショナルリーダーシップアカデミー（AILA）  参加生＆引率＆ 
ファシリテーター 

活動最終日には 
修了式を開催！ 

 

出会いと成長 
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ドイツ トリアー市の姉妹都市・友好都市から青少年が集まり、ホームステイと体育館での合宿生活、ス
ポーツやレクリエーションを行いながら交流し、親睦を深めます。 

 
◆ 期 間   平成３1年 7月 11日（木）日本発 ～ 7月 22日（月）日本着 
 
◆ 滞   在  

ホームステイ（２泊３日）：長岡グループだけの特別プログラムとして一般家庭での生活を体験します。 
合 宿（７泊８日）：トリアー市内の体育館で参加者全員が寝袋で就寝し、合宿生活を行います。  

（長岡グループが使用する寝袋はトリアー独日協会が手配します） 
◆ 活動内容 

ビーチバレーやバスケットボール、水泳、ハイキングなどのスポーツ交流をはじめ、世界遺産ポルタ・ニグラなどトリアー
市内の見学、市役所表敬訪問など、様々なプログラムが用意されています（内容は年度によって異なります）。参加生がそれぞ
れの国の文化を紹介する機会があり、長岡グループも日本文化紹介を行います。 

（参考日程：平成 30年度 内容は毎年変わります。） 

日付 主な活動  日付 主な活動 

1日目 長岡駅集合、成田空港へ移動  ７日目 
フェルクリンゲン製鉄所 展覧会鑑賞 

落書きアーティストのワークショップ 

２日目 
羽田空港発、ロンドン経由ルクセンブルグ空港着

トリアーへ、ホームステイ  
 ８日目 バスケットボール、スキューバダイビング 

３日目 ホームステイ、ホストファミリーとフリータイム  ９日目 
ダンスレッスン、モーゼル川でセーリング 

さよならパーティ 

４日目 ホストファミリーと過ごしたあと体育館に集合  10日目 
清掃、スーパーマーケット、フラッシュモブ 

中世のお祭りを見学 

５日目 
市街地ツアー、副市長表敬、 

ビーチバレーボールトーナメント  
 11日目 フリータイム、ルクセンブルク空港発（パリ経由） 

６日目 ハイキング、スイミング、文化紹介  12日目 羽田空港着、長岡駅着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆引率の役割（詳細は９ページをご確認ください） 
出発前に行われる事前研修会での、語学研修、ホーム

ステイの心構え、渡航準備や文化紹介準備などを当協会
事務局担当者と一緒に内容を考え、運営していきます。 
現地滞在中の参加生サポートや運営チーム、各国引率

との連絡調整も重要です。帰国後の事後研修会における
報告会に向けた準備（プレゼンテーションの作成など）
の指導も行います。 
 
キャンプ引率希望の方： 
トリアー青少年訪問期間のホストファミリーが可能な
場合は応募書の該当欄にチェックをつけてください。  
７月 27日（土）～ 8月 4日（日） 

参加生＆引率 
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こちらは引率の応募用紙のみとなります。参加生は原信サマースカラシップ応募要項をご覧ください。 

フォートワース市と長岡市の高校生 8 名と引率者 2 名がペアを組み、お互いの家にホームステイをしながら、
それぞれの市で異文化や生活習慣を学び交流を深めます。 
日米参加生と引率の渡航費などは㈱原信が社会貢献活動の一環として支援しますので、無料です。 
（ただし、長岡プログラムの活動費として３万円をいただいています。） 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 滞在と活動内容 
前半の 10日間程度を長岡で、数日を挟んで後半の 10日間をフォートワースで過ごします。 

【長岡プログラム】 フォートワースメンバーが長岡メンバーの自宅にホームステイします。 
日本文化体験、長岡まつり民踊流し参加、資料館訪問を通してフォートワ
ースグループに日本や長岡の文化を紹介します。（例：剣道体験、茶道体
験、蒼柴神社見学、郷土史料館見学等） 

 
【フォートワースプログラム】長岡メンバーがフォートワースメンバーの自宅にホームステイします。 
                  フォートワース市内観光やボランティア活動を行います。長岡の引率は、 

フォートワースグループの引率がリードして行うプログラムのサポートを行います。 
（例：牧場・動物園・美術館・博物館訪問、コミュニティセンターでのボランティア活動等） 

 
◆ 引 率 の 役 割 （詳細は 9ページをご確認ください） 
・原則としてフォートワースグループ引率者のホストファミリーをお願いします。 
・長岡プログラム、フォートワースプログラム両方の日程に引率として全日同行していただきます。 
・出発前に行われる事前研修会での、語学研修、ホームステイの心構え、渡航準備や文化紹介準備などを当協会事務局担当者と 
一緒に内容を考え、運営していきます。現地滞在中の参加生サポートや運営チーム、各国引率との連絡調整、帰国後の事後研
修会における報告会に向けた準備（プレゼンテーションの作成など）の指導も行います。 

 
この事業は（公財）長岡市国際交流協会が実施する事業ですが、協会の趣旨に賛同いただいた 

（株）原信からの寄付により行われるため、「原信サマースカラシップ」という名称がつけられています。  

           第 2８回 原信サマースカラシップ 参加生＆引率 

原信サマースカラシップの参加生募集要項と応募用紙は市内原信店舗、市関連施設、当協会事務局などに 
設置しています。当協会のホームページからダウンロードすることもできます！ 
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日 程 

◆訪問前研修  : １０月～１１月に全６回開催 
①１０月１２日（土） 午後（保護者同席） ②１０月１３日（日） 終日 
③１１月 ９日（土） 午後        ④１１月１０日（日） 終日 
⑤１１月２３日（土） 午後        ⑥１１月２４日（日） 終日 

 

◆ホノルル市訪問 ：12月５日（木）～12月 10日（火）（５泊６日 機中１泊を含む） 
◆訪問後研修 ：平成 32年１月 13日（月） 報告会の準備を行います。 
◆報 告 会  ：平成 32年 2月 22日（土） 午前 10時～正午 アオーレ長岡 西棟１階 市民交流ホール A 
 

目 的 
ホノルル市と長岡市の戦争の歴史を双方の視点から学ぶことで、「平和」について他の参加者と
意見を交わしながら深く考察し、世界平和のために自分ができることを考えます。 

内 容 

(予定） 
◆真珠湾追悼式典出席        ◆現地の学生と平和をテーマにした意見交換や交流  
◆戦艦ミズーリ・アリゾナ記念館見学 ◆国立太平洋記念墓地（パンチボウル）での献花など 

現地滞在 ホノルル市内 ホテル 

人数・対象 

４人   
長岡市内の大学・高等専門学校・専門学校・高校生、または長岡市在住・長岡市出身の大学・
短大・高等専門学校・専門学校・高校生（大学院生も含みます）。引率として国際交流協会事務
局員が同行します。 

参加費 

170,000円   
【費用に含まれるもの】  航空運賃、国内移動費、団体保険料、プログラム参加費 など 
【費用に含まれないもの】 パスポート取得費、ビザ取得費（必要な場合）、ESTA取得費、海外旅行保険

料、食費、雑費、個人経費、スーツケース発送費用（自宅～空港間）など 
 
平成３０年度から、高校生以上を対象としたプログラムへの参加が２回目の場合は倍額、３
回目以降は全額（上限４５万円）の参加費を負担いただいています。詳細は４ページをご覧
ください。 
 

応募締切 
９月１0日（火）  応募書に必要事項を記入し、当協会に持参または郵送（必着） 
◆募集要項と応募用紙は市民センター、市関連施設、図書館、市内原信店舗などに 8月上旬から設置 

選 考 ９月１5日（日）   作文試験（日本語）、英語能力試験、面接試験（日本語）  

その他 

① 当協会の賛助会員に加入していただきます。（学生年会費 1,500円） 
② 選考試験終了後、参加生決定後のキャンセルは、主催者や旅行担当業者などが定める規
定に準じたキャンセル料をお支払いいただきます。 

③ 未成年者の海外渡航に伴い、必要に応じて戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）などの書類
提示を求める場合があります。 

④ プログラム中に撮影した写真・動画等は当協会の広報活動に使用されることを、ご了承ください。  
⑤ 以下のような事由により発生した事故及び損失等に関して責任を負いかねます。また、
事業を中止する場合があります。 

（ア）天災、火災、不慮の災害       
（イ）政府及び公共団体の命令、ストライキ、戦争、盗難、暴動、税関規則など、不可抗力 
（ウ）法令もしくは公序良俗に反する行為  
（エ）応募人数が大幅に定員に満たなかった場合 

協 力 国際ソロプチミスト長岡、ホノルルフェスティバル財団  

              第 9回 学生平和交流プログラム in Honolulu 

要項配布、募集開始は平成 31年８月からです。（８月までは応募を受け付けておりません） 
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事業名 アドバンスインターナショナルリーダーシップアカデミー  
（AILA） 青少年国際スポーツキャンプ 原信サマースカラシップ 

募集人数 引 率 ２人  引 率 １人 引 率 ２人 

対象者 
 

・高校生を引率し、プログラム期間中に主催者や関係者と円滑なコミュニケーションを取ることができる英語力
を有する。 

・プログラム期間中の生活指導、健康管理、コミュニケーションのサポート、現地スタッフとの調整、連絡事項 
等の伝達、英語補助のほか、緊急時を含めて責任を持ち臨機応変に対応することができる。 

・平成８年（1996年）４月１日以前に生まれ、社会人経験がある。 
・自宅から集合場所（長岡駅周辺）までの所要時間が概ね１時間以内であること。 
・事前研修、事後研修、報告会に全て参加できる。（日程・内容欄を参照） 
・AILAについて、東京プログラム期間（長岡出発から長岡到着まで）及び長岡プログラム期間（8月５日（月）
～８月 11日（日））の全行程に同行できる。 

・青少年国際スポーツキャンプについて、プログラムの全行程（長岡出発から長岡到着まで）に同行できる。 
・原信サマースカラシップについて、長岡プログラム期間（７月２５日（木）～８月４日（日））の全行程とフォ
ートワースプログラム期間(長岡出発から長岡到着まで)に同行し、長岡プログラム期間中は原則としてフォー
トワースグループ引率者のホストファミリーができること。 

日 程 
・ 

内 容 
 

◆事前研修会（終日）：研修日程は変更の可能性があります。 
第１回 ６月 1日（土）（保護者同席）★全事業共通     
第２回 ６月 ８日（土）（キャンプ、原信のみ） 第３回 ６月１５日（土）★全事業共通   
第４回 ６月２９日（土）★全事業共通       第５回 ７月 ６日（土）★全事業共通 
第 6回 ７月 7日（日）(AILAのみ) 
・当協会事務局員と協力し、研修計画の策定や当日の運営等を行う。 
・研修内容は、活動に役立てるための調べ学習や話し合い、文化紹介練習、英会話研修、広い視野を持った国際
人としての感覚を育てるための海外滞在経験者による講話などを予定。 

 
◆事後研修会    ：開催日時未定。プログラムごと全員が出席可能な日時を事前研修内で話し合いのうえ決定す 

る。報告会に向けたプレゼンテーション作成指導などを行う。 
◆体験記の提出  ：1,200文字程度の体験記、写真１枚の提出。年度末に発行される冊子に掲載されます。 
◆報告会    ：１１月２日（土）午前１０時～正午 アオーレ長岡 西棟１階 市民交流ホール A 
◆翌年度（平成 32年度）開催の事前研修会への出席（6月に１回）。 

応募締切 5月 ７日（火）（必着）（公財）長岡市国際交流協会に持参、または郵送  

選 考 

５月１1日（土）時間は応募受付後にご連絡いたします。  
【会場】まちなかキャンパス長岡   （長岡市大手通２－６ フェニックス大手イースト） 

【内容】面接試験 (日本語・英語)   選考結果は５月１６日（木）までに本人へ通知します。 

経 費 渡航費や国内交通費、プログラム期間中の宿泊費、海外旅行者傷害保険等は、当協会の規定により支 
給します。小遣い等の経費は個人負担です。 

その他 
 

（１）当協会の賛助会員に加入していただきます。【引率】年会費 2,000円   
（２）天災、火災、不慮の災害、政府及び公共団体の命令、ストライキ、戦争、盗難、暴動、税関規

則など、不可抗力の事由により生じた損失、病気、または本人の責め、その他の事由による発
生した事故などについては責任を負いかねます。また、事情により事業を中止する場合があり
ます。 

（３）プログラム中に撮影した写真、動画は、当協会の広報活動に利用されますので、あらかじめご
了承ください。 

◆AILA引率応募者はファシリテーターと引率の役割の違いについて 5ページをご確認ください。 
 

引 率  


