
  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）/ Organization：

  1６. 連絡先 / Contact  企画担当者 / Organizer：久保　貴之 ／ KUBO Takayuki

 電話番号 Telephone number：　0977-78-1104

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

　　あり / Provided 　　なし/ Not provided

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

　　間接応募 / Apply at the Student Office web site

　　直接応募 / Apply directly

戴星学園 ／ Taisei Academy

16:５0　戴星学園発 / Departure from Taisei Academy　　17:20　宇佐駅着 / Arrival at Usa Station

　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

　英語力

４人　／　4 people

２月7日（金）　／　Friday, February 7

10:40戴星学園着 / Arrival at Tasei Academy  ～11:20打ち合わせ・休憩 Meeting / Break

11:35～12:20　授業 / Class

12:20～13:40　昼食・休憩 /  Lunch and Break

13:40～14:25　授業 / Class、14:30～15:15　授業 / Class、15:20～16:05　授業 / Class

11:20～11:35　休憩 / Break

16:10～16:40　生徒へのメッセージ書き / Writing messages to students

※参加者が1名の場合は中止になります。/ The event will be cancelled if there is only one participant.

　　国内・国際問わず / For all students

    　　交流
    　　Cultural exchange

　　　　ボランティア活動
　　　　Volunteer

　　　　パフォーマンス披露
　　　　Performance

　　あり / Available　→送迎場所 / Place：宇佐駅 / Usa Station

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

　　総額 / Total fare ￥1,520～1,720

　　交通費支給 / Travel expenses→支給内容 / Expense details：\1,520

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

(ハラルフードや食品アレルギーの対応はできません。/ Halal food and alternative meals in the case of food
allergies or restrictions will not be provided.)

　　国際学生のみ / International students only

※下記指定の電車に乗ってください。/ Please be sure to take the train below:
《行き》 別府駅(9:27)/亀川駅(9:34)→【普通電車】→宇佐駅(10:12)
《Departing》Beppu STA (8:00)/Kamegawa STA(8:07)→【Local train】→Usa STA (8:55)

《帰り》宇佐駅(17:35)→【普通電車】→亀川駅(18:18)/別府駅(18:32)
《Returning》Usa STA(17:35)→【Local train】→Kamegawa STA(18:18)/Beppu STA (18:32)

　　その他 / Other：給食支給 ／ School  lunch provided

小・中学生との交流と自国の文化紹介　／　Introduce the culture of your home country and do
an exchange with elementary and junior high school students

地域交流行事　学生募集用紙
Local Exchange Information

英語での交流授業　／　An exchange lesson in English

２月１８日（火）　／　Tuesday, February 1８

戴星学園（大分県豊後高田市）／ Taisei Academy (Bungotakada City, Oita Pref.)


