
  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

  11. 応募方法 / How to apply

     

  12. 主催者（団体）/ Organization

  12. 連絡先 / Contact

立命館宇治中学校２年生(京都府京都市)
 / Second grade students from Ritsmeikan Uji Junior High School(Uji 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

中学生との交流会 / Exchange event with junior high school students

12月10日(木) / Thursday, December 10

※12月3日(木)に参加必須の打ち合わせがあります。
 / Participants must attend a meeting on Thursday, December 3.

　Japanese　できない　　　     片言　　　 　   　簡単　　　　　  　日常会話　  　　 　         流暢

自己紹介、APUでの研究内容、出身国について英語で紹介してもらいます。（約１2分/英語）
その後生徒からの質問に英語で答えてもらいます。（約8分/英語）
APU students will introduce themselves (12 minutes per person/English) and respond to questions from
students (8 minutes per person/English).

    　　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 ￥＿＿＿＿2000＿＿＿＿＿（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 be given to those who participate in all of the scheduled events.
             Deductions will occur if you are unable to participate in all of the scheduled events.

　　その他 / Other：

　　国際学生のみ / International students only

※資格外活動許可、日本の銀行口座(謝礼支払いのため)が必要です。
     / Participants must have a work permit and a bank account in Japan (to deposit the gratuity).

　　国内・国際問わず / For all students

　日本語力

 企画担当者 / Organizers：
 山本絢子/Ayako Yamamoto  西原丈人/Taketo Nishihara  山崎正幸/Masayuki Yamazaki

　English 　　 None　　  　   Beginner       　Elementary  　       Intermediate            　  Fluent

　英語力

12

11月10日(火) / Tuesday, November 10

12月  3日(木) / December 3 (Thu)       16：30～17：30　Zoomミーティング / Zoom meeting

12月10日(木) / December 10 (Thu)     14：45～15：35   交流会 / Exchange event

　　間接応募 / Apply through the Student Office website

　　直接応募 / Apply directly　  下記リンクより応募してください。/ Apply through the link below.

https://forms.gle/24oerxmmz7cQ9MrU8

立命館宇治中学校 / Ritsmeikan Uji Junior High School

 住所 / Address： 〒611-0031

京都府宇治市広野町八軒屋谷33番1 / 33-1 Hachiken Yadani, Hirono-cho, Uji City, Kyoto

 メールアドレス / E-mail address：aroma@ujc.ritsumei.ac.jp / yammar77@ujc.ritsumei.ac.jp

 電話番号 Telephone number： 0774-41-3000

 ファックス番号 Fax number： 0774-41-3555


