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青少年交換委員会プログラム 

2021-22 年度青少年交換生・募集案内について 

 
国際ロータリー青少年交換につきましては, 平素よりご理解・ご尽力頂いておりますことに感謝申し上げます。 
さて見出しの件, 県教育委員会・県私学協会の後援を得て下記のように交換を行うことを予定しております。 
つきましては, 候補者を選考（面接及び意志確認）の上, ご推薦下さいますようお願い致します。 
但し, 新型コロナウィルス感染症(COVID - 19)の状況推移によっては青少年交換事業が行われない(中止に 
なる)こともありますので, 予めお含みおき頂ければ幸甚に存じます。  

 
記 

 
1. 交換先: 現状では不明 (例年は北中南米, 欧州, 豪州/NZ, 台湾など) 
2. 対象:   出発時 16 歳～18 歳(18 歳半未満)の高校生   
3. 時期:   i. 短期交換 -  2021年度の適切な時期  3ヶ月以内 - 就学ビザを必要としない場合 

                               もあります  
  ii. 長期交換 -  2021 年７月以降出発 ～ 1 学年(アカデミック・イヤー)修了後帰国  

                                    - 就学ビザが必要となります 
 

4. 募集人数: i. 短期交換 -  若干名  
  ii. 長期交換 - 若干名  但し 1 クラブよりの推薦者数は 2 名以内とする 

 
5. 申込期限: i. 短期交換 -  2020 年 8 月以降随時 

  ii. 長期交換 - 2020 年 10 月 31 日(土)まで必着 
 

6. 申込方法: 以下の内容を, お近くの青少年交換委員会メンバーまたは岡崎 利昭(熊本城東 RC)  

  

にお知らせ下さい。その後, https://rijyec.org/excs/index.php?d=2720&g=1 から

直接スポンサーRC を通じてお申し込み下さい。今年度の青少年交換委員会メンバー

は以下の方々です(敬称略); 

   
  馬〆 昌実(別府) 

  前田 信治(大分中央) 

  三重野 玉江(中津) 

  村田 優子(人吉中央) 
 



 i. 本人: 長期・短期交換の別 

  

お名前: 漢字及びアルファベット - アルファベットはパスポートに記載 
                       されている綴りと同じにすること。 
                             以下, 保護者の方々についても 
                             同様です。 

 

  
性別 

  
誕生日 

  
住所(郵便番号, 番地, 建物まで) 

  
最寄駅 

  
固定電話番号, 携帯電話番号, FAX 番号 

  
E-mail アドレス(PC 版) 

  
留学先希望国名 

  
在籍学校, 学年 

  
現状の英語力: 英検合格級, TEAP の "スコアおよびバンド", IELTS/ TOEIC 

                / TOEFL 等の獲得スコア等 
 

 
ii. 保護者 1: お名前(漢字及びアルファベット) 

  
住所(郵便番号, 番地, 建物まで) 

  
固定電話番号, 携帯電話番号, FAX 番号 

  
E-mail アドレス(PC 版) 

   
 

iii. 保護者 2: お名前(漢字及びアルファベット) 

  
携帯電話番号 

  
E-mail アドレス(PC 版) 

   
 

iv. 緊急連絡先(同居のご家族以外の連絡先): 

  
お名前(漢字及びアルファベット) 

  
住所(郵便番号, 番地, 建物まで) 

  
固定電話番号, 携帯電話番号 

 
7. 選考過程: i. 短期交換 -  2020 年 7 月以降随時書類審査により決定 

  
ii. 長期交換 - 2020 年 10 月末までに書類審査によって候補者の決定を行います。 また 

   

応募多数の場合, 別途英語及び日本語による面接を保護者同伴で行うことが 
あります。 面接では, 英語で自己紹介及び交換留学に関する抱負等を 3 分 
程度で述べてもらいます。 

 
8. 選考後の派遣前研修: 長期交換候補生については, 離日前まで毎週 1 回, 90～120 分程度の英語 

  

レッスンを受けて頂きます。CEFR(セファー, 欧州言語共通参照枠)B1 レベル 
(= ホームステイをしながら英語圏の高校に通学できるレベル)以上の能力に達する 
ことを目標に, リスニング, リーディング(現地の高校テキスト及び論説文理解のため), 
ライティング(論理的思考をベースとした英語小論文作成), スピーキング(簡潔, 適切 
かつ論理的に自説を述べる) の演習を行います。 講習費用は地区青少年交換委員会

で負担しますが, 別途英語の検定試験を受験される場合の受験料は各自の負担としま

す。 詳細は別途ご案内致します。 
 
9. その他: i.  推薦クラブはホストクラブとして来日学生を受け入れることが原則条件となります。 

  ii.  派遣/ 交換生受入については, 希望した国や地域の通りにならない場合もありますので,  

   

派遣志望者/ ご家族/ スポンサーRC ともご了承下さい。 また新型コロナウィルス感染症の 
状況によっては, 青少年交換事業そのものが行われないこともあり得ます。この点も 
ご関係の皆様にてはご理解を頂きたく思います。 

 



 
 

 

青少年交換生派遣について 
 

当地区はロータリー国際青少年交換プログラムに基づき, 海外のロータリーと留学生の交換を行っています。

交換学生は, 一定期間外国のロータリアンの家庭およびロータリーが推薦する家庭にホームステイし, その  
家庭の一員として過ごしながら現地の学校に通学します。そしてその国の言語を習得するとともに, 日常生活

を通じて風俗・習慣・文化を見聞しながら国際理解と親善を推進します。  2005-06 年度ステンハマー

(Carl-Wilhelm Stenhammar)国際ロータリー会長は, “すべての国の高校生がこの青少年交換プログラムに  
参加すれば, 世界のすべての戦争はなくなる” と述べられました。 

 
国際ロータリー(R.I.)は, ロータリー青少年交換に参加する恩恵についてこう説明しています… 

 
交換プログラムに参加すると, 下記のような "本物の可能性" が開かれます: 
* 生涯にわたる対人リーダーシップを磨くことができる 
* 新しい言語と文化を学ぶことができる 
* 世界中の若者達と長きにわたる友情を築くことができる 
* "グローバルな" 市民となることができる 

 
 
◊ ロータリー青少年交換学生の概要（長期） 

   1. 期間と相手国  

 

» 当地区ではこれまで北米, 欧州, 豪州, 台湾などを対象として青少年交換事業を行ってきました。 
  中でも 1 ヶ年にわたる長期交換の場合, 8 月に出発して 9 月の新学期から通学を始めて翌年 7 月 
   ごろ帰国することになりますが, 国によって新学期が始まる時期が異なりますので異なった出発/ 
   帰国時期となる場合もあります。長期派遣学生の総数は 4 名以内と致します。 

 

2. 交換の条件等 
 

 i. 派遣される生徒は, 出発時において 16 歳～18 歳(18 歳半未満)の高校生とします。 
 

 ii. 定められた期間を超えて滞在することはできません。 また派遣国内で, 交換プログラムで 

  
定められた以外の地域/ 都市に滞在することはできません。 但し現地でアレンジされる交換 
留学生向けツアーはこの限りではありません。 

 

 iii. 食事と宿舎は受入ロータリークラブにより提供されます。 つまり, 原則として受入ロータリアン 

  

の家庭またはロータリアンが推薦する家庭に入って生活し, 通常 3～4 ヶ月毎にホストファミリー

が交替します。 こうして相手国の言語を学び, 現地の高校で学び, 風俗・習慣になじみつつ 
生活します。 

 

 iv. 派遣される生徒のご家庭は, 推薦 RC(スポンサーRC)から要請のあった時は基本的にホスト  

  ファミリーとして来日生徒の受入をお願いします。 
 

 v. 帰国後は "ロータリー青少年交換プログラムを修了した者" として "ROTEX(ローテックス)" と 

  

いう立場に立ちます。 帰国後 1 ヶ年はロータリークラブ及び地区青少年交換委員会が主催  
する行事への出席義務を負います。 必ず出席して, 後輩のサポートをして下さい。また各ロー

タリークラブの例会にて自分の経験や学んだことを披露して下さい。 
 



3. 費用等の負担 
 

 i. 本人(保護者)の負担 

 ① 現地の受入ロータリークラブまでの往復旅費, 傷害・健康保険料(現地で加入が義務付け  

  
られる公的或いは民間の健康保険及び日本で掛ける海外旅行傷害保険)および衣類は 
本人やそのご家庭で負担頂くことになっております。 

 ② 派遣される国や地区によって変わってきますが, 必要とされる現金は原則として US$500 

  

(¥54,000)程度の "現地緊急預金(現地の銀行に預けて RC の担当責任者に管理してもらい, 
緊急時に引き出す現金)", 及び帰国時に必要な 2～3 万円となります。その他, 先方から指定 
された保険の掛金, 留学生のグループツアーがある地区はその費用が必要となります。  
また個人的なお小遣いはこれ以外の出費となりますが, US$100～150(¥10,800～16,200)/
月の小遣い補助が受け入れ RC からある場合もあります。更に, 現地でのオリエンテーション 

  や交流会等でかかる諸費用が概ね 7～10 万円となります。 

   
 ii. 受入ロータリークラブの負担 

 ① 現地(留学先)滞在費は受入ロータリークラブが負担します。 

 ② 学校に要する費用(授業料, 教科書等)は, 原則として受入ロータリークラブが負担することに 

  なっております。ただし, 制服・部活費は本人負担の場合もあります。 
 

4. その他: 推薦クラブは, 来日する生徒を同数受け入れることが原則的に条件となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

短期青少年交換プログラム 派遣留学生募集要項 
 
1. 派遣先: 未定(渡航/ 受け入れ可能国における受け入れ地区) 
2. 滞在先:   交換で来日する留学生の家庭, または留学生の保護者の所属するロータリークラブの会員宅 
3. 期間:   2021 年度の適切な時期(2 週間～40 日[最長 90 日まで可能性あり]) 
4. 募集人員:  最大 4 名(但し熊本, 大分単独の県からは 3 名までとする) 

 
5. 応募資格: i. 日本国籍を有する, 出発時の年齢が16～18歳(18歳6ヶ月未満)の第2720地区(熊本・大分県)  

   
の高校に在学する生徒 

  ii. 学校長の推薦および留学または休学許可を得られる生徒 

  iii. 学年成績が上位 1/2 以上で, 言語の習得に積極的な生徒 

  iv. 親の許可を得られる生徒 

  v. 推薦クラブの会長の承諾(サイン)を得られる生徒 

  vi. 来日する学生のホストファミリー候補を推薦できること 

    6. 費用負担:  i. 派遣される生徒および保護者 

  * パスポートの取得など, 渡航に関して必要となる費用 

  * 旅費(往復の航空運賃・空港までの交通費), 海外旅行傷害保険の保険料 

  * 派遣先で必要な衣類等や個人的なものに対する費用 

  * 現地における緊急費用(US$500/ ¥54,000 程度)および日本円(2～3 万円) 

  * 帰国後, 自らの被派遣経験を発表する行事(報告会や次年度プログラムのオリエンテーション  

   
など)への参加費 

    
  ii. ホストファミリー(来日学生の受入家庭) 

  * 受入期間中の食事代(弁当を含む)など 

  * 家族と共にする小旅行, 観劇, コンサートチケット代などの娯楽費 

  * 授業料については受け入れ側のホスト RC が派遣生徒を受け入れる高校と協議,  

   
教科書, 副読本, 制服等についてはホスト RC, 受け入れ高校と協議。 

  * なおホストファミリーには補助金がホストクラブより支給されます。 
 

7. 申し込み: 当要項の1～2ページにある要領にてお申し込み下さい。申し込み後, 今回応募された動機について,  

  
英文で 120～150 ワード, 和文で 400 字詰め原稿用紙 2 枚程度(英和双方)を地区事務所内の青少年

交換委員会宛にお送り下さい。 
 

8. 申し込み期限:  2020 年 8 月以降随時受付 
 

9. 選考: お申し込み内容と志望動機を拝見した上で合否を判定致しますが, 応募多数の場合は別途面接を行う 
  ことがあります。 

 
10. 決定通知: 推薦ロータリークラブにお知らせします。派遣されるご本人にはクラブよりご連絡下さい。 

 
11. 書類送付先:  〒860-0807 熊本市中央区手下通 2-7-7 R-terrace4F  国際ロータリー第 2720 地区事務所 

                                                  地区青少年交換委員会 

  TEL 096-312-2720 / FAX 096-355-2720 / e-mail.: ri2720gof@eos.ocn.ne.jp 
 
12. お問い合わせ先: 岡崎 利昭 - TEL 080-2714-1793 / FAX 096-331-0341 / e-mail: okazaki@aye.jp 

              FaceBook: https://www.facebook.com/toshiaki.okazaki.31 
 



 
 

長期青少年交換プログラム 派遣留学生募集要項 
 
1. 派遣先: 未定(渡航/ 受け入れ可能国[対日就学ビザ発給国]における受け入れ地区) 
2. 滞在先: 派遣される地区内の RC の所在地である都市におけるロータリアン家庭 
3. 期間: 2021 年度内に始まる, 派遣国の定める 1 学年間(one academic year) 
4. 募集人数: 最大 4 名(但し熊本, 大分単独の県からは 3 名までとする) 
5. 応募資格: i. 日本国籍を有する, 出発時の年齢が 16～18 歳（18 歳 6 ヶ月未満）の第 2720 地区(熊本・ 

   
大分県)の高校に在学する生徒 

  ii. 学校長の推薦および留学または休学許可を得られる生徒 

  iii. 学年成績が上位 1/2 以上で, 言語の習得に積極的な生徒 

  iv. 親の許可を得られる生徒 

  v. 推薦クラブの会長の承諾(サイン)を得られる生徒 

  vi. 来日する学生のホストファミリー候補を推薦できること 
 
6. 費用負担:  i. 派遣される生徒および保護者 

  * パスポート, ビザの取得, 健康診断など, 渡航に関して必要となる費用 

  * 旅費(往復の航空運賃・空港までの交通費), 日本で加入する海外旅行傷害保険の保険料, 

   
現地で加入する公的健康保険或いは民間傷害・疾病保険の保険料 

  * 現地における緊急費用(=現地の銀行に預けて RC の担当責任者に管理してもらい, 緊急時に 

   
引き出す現金[US$500/ ¥54,000 程度])および日本円(2～3 万円) 

  * 派遣先で必要な衣類等や個人的なものに対する費用 

   
(国ごとの一般的な "お小遣い額" については, 必要に応じて個別に当委員会宛ご相談下さい) 

  * 帰国後, 自らの被派遣経験を発表する行事(報告会や次年度プログラムのオリエンテーション 

   
など)への参加費 

    
  ii. ホストファミリー(来日学生の受入家庭) 

  * 受入期間中の食事代(弁当を含む)など 

  * 家族と共にする小旅行, 観劇, コンサートチケット代などの娯楽費 

  * 授業料については受け入れ側のホスト RC が派遣生徒を受け入れる高校と協議, 

   
教科書, 副読本, 制服等についてはホスト RC, 受け入れ高校と協議。 

  * なおホストファミリーには補助金がホストクラブより支給されます。 
 

7. 申し込み: 当要項の 1～3 ページにある要領にてお申し込み下さい。申し込み後, 今回応募された動機について,  

  
英文 120～150 ワード, 和文で 400 字詰め原稿用紙 2 枚程度(英和双方)を下記住所にお送り下さい。 

 
8. 申し込み締め切り: 2020 年 10 月 10 月 31 日(土)まで必着 

 
9. 選考: お申し込み内容と志望動機, 並びに事前英語研修の結果を拝見した上で合否を判定致しますが,  

  
応募多数の場合は別途英語及び日本語による面接を行うことがあります。 

 
10. 決定通知: 推薦ロータリークラブにお知らせします。派遣されるご本人にはクラブよりご連絡下さい。 

 
11. 書類送付先:  〒860-0807 熊本市中央区手下通 2-7-7 R-terrace4F  国際ロータリー第 2720 地区事務所 

                                                   地区青少年交換委員会 

  TEL 096-312-2720 / FAX 096-355-2720 / e-mail.: ri2720gof@eos.ocn.ne.jp 
 
12. お問い合わせ先: 岡崎 利昭 - TEL 080-2714-1793 / FAX 096-331-0341 / e-mail: okazaki@aye.jp 

              FaceBook: https://www.facebook.com/toshiaki.okazaki.31 
 



 
 
 
 

2021～22 年度青少年交換申し込み方法 
 
 
1. RIJYEM(ライジェム, 国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構)の URL, 
 https://rijyec.org/excs/index.php?d=2720 にアクセスして下さい(スマホからでも可能です) 

 2. "個人情報の取扱いに同意する" ことを求める箇所をクリックします。 
 
3. 画面上に現れた "青少年交換学生の申し込み及び危機管理フォーム" に必要事項を入力して  
  "確認" ボタンを押してください。 

 4. 申し込みに際しては必ず保護者の同意を得てください。 
 
5. 申し込みが受領されましたら確認のメールが送られます。 

 
 
 
 
 
 


