
  1. 行事名 / Event name

  2. 開催日時 / Date

  3. 場所 / Location

  4. 活動内容 / Activities

  5 .送迎 / Pick up service

  6. 提供していただける条件/Gratuity

  7. 応募資格/

      Desired applicants

  8. 会話能力/Language level

  9. 募集人数/ Number

  10. 締切 / Deadline

  11. スケジュール / Schedule

  12. ｱﾙｺｰﾙ提供/ Alcohol 

  13. 保険 /Insurance　

  14. 応募方法 / How to apply

     

  15.  主催者（団体）/ Event Organizer：

  1６. 連絡先 / Contact

　○10:00に指定する教室に集合お願いします。参加者とALTは10:20到着予定です。

・Please come to  classroom at 10:00.  Junior high students and ALTs will arrive at 10:20.

５人    5 people

集合 /Meeting Time

　　あり / Provided 　　なし/ Not provided

９/29（Thurs）

 電話番号 Telephone number：　0977-78-1104

 APU スチューデント・オフィス　地域交流担当 / APU Student Office, Local Exchange Team

中津市教育委員会（学校教育課）  Nakatsu City Board of Education (School Education Section)

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

　○この後、参加者は13:30までにALTと出店で昼食をとって、催物を見学します。時間がある人は是非
一緒に
・From11:50～13:30, the students and ALTs will have lunch at the festival food stalls and
walk around to take in the festival sights and attractions. Please join them if your schedule
permits. (optional)

　　その他 / Other：１時間半の交流活動で、zoomでの簡単な事前打ち合わせあり

　日本語力

　Japanese　できない　　　 片言　　　 　　簡単　　　　　  　日常会話　  　　 　   流暢

　English 　　 None　　  　  Beginner      　Elementary  　    Intermediate      　  Fluent

　　国際学生のみ / International students only

　　国内・国際問わず / For all students

　○アイスブレーク活動、自己紹介、ゲーム等 （詳細は後日決定）

・ Ice breaking activities, self-introduction, games, etc. (to be decided)

解散 / Event finishes at 11:50

　○終了時刻は11:50です。終了後に振込口座などの文書について少し説明します。

　　直接応募 / Apply directly

　　間接応募 / Apply from the Student Office web site

　　加入済み /Enrolled             加入予定 / Plan to enroll　 　  加入予定なし/ Not planning to
enroll

　　　出発時刻 / Departure time   →帰着時刻 / Return time

Local Exchange Information

    　　交流
    　　Cultural exchange

　　　　ボランティア活動
　　　　Volunteer

　　　　パフォーマンス披露
　　　　Performance

　○10:00に担当の小林とALTの1人が簡単に流れの説明をします。

・The event organizer will briefly explain the flow of the event at 10:00. 

交流 / Activities with junior high students　10:20～11:50

・The event will finish at 11:50.  The organiser will explain the bank account documents you
will need to fill out to receive the gratuity.

地域交流行事　学生募集用紙

　　総額 / Total fare ￥

　英語力

　　交通費支給 / Travel expenses→支給内容 / Expense details：

　　謝礼 / Gratuity ￥＿＿3,000円＿＿（一人あたり / Per person）

APU ENGLISH デイキャンプ   (APU ENGLISH DAY CAMP)

中学生との交流（アイスブレーキング・自己紹介・ゲーム等の交流）
Activity with junior high students (icebreaking, self-introduction, games, etc.)

　　あり / Available　→送迎場所 / Place　APハウスⅠ前/ AP HouseⅠ

　　なし / Not available → 交通アクセス /Transportation information ↓↓↓

10/29（Sat）  10:00～12:00

APU キャンパス内 / APU Campus
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