
  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
12月15日（火）
December 15 (Tue)

20:00-21:00

1月・2月
January/February

As Needed
（必要に応じて）

２月26日（金）
February 26 (Fri)

8:10-16:30

  11. 応募方法 / How to apply

     

     

  12. 連絡先 / Contact

立命館小学校(京都府京都市) / Ritsumeikan Primary School(Kyoto City, Kyoto Pref.)
※Zoomを使ったテレプレゼンス / Remote telepresence through Zoom

【オンライン】地域交流行事　学生募集用紙
【Online】Local Exchange Information

ワールドデイ / World Day

2021年2月26日(金） / Friday, February 26, 2021

※事前に参加必須の打ち合わせがあります。(「スケジュール」欄参照)/ Must attend the meeting.(See the
"Schedule" column)

　Japanese　できない　　　     片言　　　 　   　簡単　　　　　  　日常会話　  　　 　         流暢

小学生との交流
・動画を作成して自国の文化紹介をする(有名な場所や食べ物、ダンスや民族衣装など)
・英語の授業(教材を準備する、教える)
Exchange with primary school children
・Prepare introduction videos of your own country(famous places, food, traditional dance or dress, etc)
・Teach/join English lessons, prepare lesson materials, talk with children

    　　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 ￥20,000（一人あたり / Per person）

　　※　全ての活動に参加した場合です。途中、不参加の場合は減額されます。
          / The full gratuity amount will given to those who participate in all of the scheduled events.
             Deductions will occur if unable to participate in all of the scheduled events.

　　その他 / Other：

　　国際学生のみ / International students only

※詳しい応募条件は下記「ワールドデイ」のサイトをご覧ください。/ See the website of "World Day" for further
qualification requirements.

　　国内・国際問わず / For all students

　日本語力

　　間接応募 / Apply through the Student Office website

　English 　　 None　　  　   Beginner       　Elementary  　       Intermediate            　  Fluent

　英語力

26

11月１日(日) / Sunday, November 1

Zoom Orientation Meeting
Zoomでのオリエンテーション

Case by case Zoom Meeting (Individual or by country)
Zoomでの打ち合わせ（個人・国ごと）

２月17～19日（期間中１回のみ）
February 17-19
(One time during the period)

Individualy scheduled Zoom Meeting with Homeroom Teachers
(About 1 hour)
担当クラスの先生とZoomで個別最終打ち合わせ（1時間程度）

World Day Event
ワールドデイ本番

※　全ての日程に参加をしなくてはなりません！

　　You must be able to participate in all of the above!

 ファックス番号 Fax number：  075-496-7770

 住所 / Address： 〒603-8141 京都市北区小山西上総町22番地
22 Nishikamifusa-cho, Koyama, Kita-ku, Kyoto 603-8141

　　直接応募 / Apply directly　 下記サイトより応募してください。/ Apply through the website below.

「ワールドデイ / World Day」 ⇒  https://sites.google.com/view/world-day/home

 主催者（団体）/ Organization : 立命館小学校 /  Ritsumeikan Primary School

 企画担当者 / Organizer：ジェフ先生 / Jeffrey Eldredge

 メールアドレス / E-mail address： eldredge@ktc.ritsumei.ac.jp

 電話番号 Telephone number： 075-496-7777 (Possibly difficult to reach by telephone)


