
【別紙様式１】

1. 行事名 / Event name

2. 開催日時 / Date

3. 交流団体 / Exchange partner

4. 活動内容 / Activity

5. 提供していただける条件 / Gratuity

6. 応募資格 / Desired applicants

7. 会話能力 / Language level

8. 募集人数 / Number

9. 締切 / Deadline

10. スケジュール / Schedule

９：１５ 　 交流する学級（６－２）とオンライン接続 / Login to the online class.

９：３０　 ２時間目開始 / Second period begins.

１０：２５ 　 交流する学級（６－１）とオンライン接続 / Login to the online class.

＜１０月２８日（金）/ Friday, October 2８＞

１１:１５ 　 交流する学校とオンライン接続 / Login to the online class.

１２：15　４時間目終了、振り返り / Fourth period ends. Have a review meeting.

１１:３０　 ４時間目開始 / Fourth period begins.

１３：３０ 　 交流する学校とオンライン接続 / Login to the online class.

１３：４５　 ５時間目開始 / Fifth period begins.

１４：３０　５時間目終了、振り返り / Fifth period ends. Have a review meeting.

１０：２０　２時間目終了、振り返り / Second period ends. Have a review meeting.

＜１１月２４日（木）/ Thursday, November 2４＞

　Japanese　できない  片言  　簡単 　日常会話　  流暢

　English 　　 None　    Beginner       　Elementary  　       Intermediate        Fluent

　英語力

3人／３ people　※必ず2日とも参加すること/ You must participate in both dates.

10月5日（水）／Wednesday, October 5

　　その他 / Other：図書カード／Book voucher（\6,000）（一人あたり / Per person）

　　国際学生のみ / International students only

　　国内・国際問わず / For all students

　日本語力

小学生との交流（zoom）
10月28日　・好きなもの（スポーツ・食べ物・季節）や今したいこと（見る、食べる）のインタビューに答える。
11月24日　 ・小学生が作った「海外旅行おすすめツアープラン」を聞き、感想を話す。

Exchange with elementary school students（zoom）
Oct.28(Fri) You will answer the quwstiona about your favorite sports(food,seasons etc.)and things you
would like to do(see,eat)now in an interview.
Nov.24(Thu.)You will watch and listen to the recommended tour package students suggest and give
feedback to them.

　交流
　Cultural exchange

ボランティア活動
Volunteer

パフォーマンス披露
Performance

　　謝礼 / Gratuity ￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（一人あたり / Per person）

【オンライン】地域交流行事　学生募集用紙

【Online】Local Exchange Information
小学生とのオンライン交流会 / Online exchange event with elementary school
students

川崎小学校（大分県日出町）/ Kawasaki Elementary School（Hiji towm, Oita Pref.）

１０月２８日（金）/ Friday, October 2８
１１月２４日（木）/ Thursday, November 2４
*必ず2日とも参加すること/ You must participate in both dates.



  11. 応募方法 / How to apply

     

  12. 主催者（団体）/ Organization

  13. 連絡先 / Contact  APU スチューデント・オフィス　地域交流担当 / APU Student Office, Local Exchange Dept.

 電話番号 Telephone number：　0977-78-1104

 メールアドレス / E-mail address：　apukoryu@apu.ac.jp

１１：２５　３時間目終了、振り返り / Third period ends. Have a review meeting.

　　間接応募 / Apply through the Student Office website

大分県教育委員会 / Oita Prefectural Board of Education

　　直接応募 / Apply directly

１０：４０　 ３時間目開始 / Third period begins.


	募集用紙

