
 

【公表用】 

2023年度海外派遣募集要項 
公益財団法人 小山台教育財団 

Ⅰ.国際交流事業の趣旨 

公益財団法人小山台教育財団（以下、財団小山台という）の国際交流事業は、国際交流を通じて異文化体験の

機会を提供するとともに、広い視野を持ち、多様な価値観を受入れ、お互いに理解しあう力を身につけたグロ

ーバル人材の育成をめざしています。 

 

Ⅱ.募集内容 

１．募集コース（派遣申込書に希望する派遣先を選んで応募すること。（第二希望まで併願可。） 

名称 第 15回ドイツ交換交流派遣・受入 第 31回海外体験派遣 

派遣先 ドイツ・ベルリン市 英国ドーセット州ボーンマス市 

派遣期間 
2023年 8月 4日（金）～2023年 8月 26日（土） 

23日間 

2023年 7月 30日(日)～8月 21日(月)  

23日間  

募集人数 9名（予定） 18名（予定） 

参加費用 
（消費税対象外） 

17万円 

燃油サーチャージ（別途） 

高校 1年生                38万円 

高校 2年生～大学生    36万 5千円 

燃油サーチャージ（別途） 

※高校 1 年生と高校 2 年生以上で内容が異な

ります。 

（参考）2023年度燃油代見込み：ドイツ派遣：69,600円/体験派遣：94,000円（2023年 3月時点） 
 

２．コースのねらい  

ドイツ交換交流派遣 

・2年間にわたる派遣と受入れによる交流を通じて、家族ぐるみで交換パートナーとの絆を築き、相互理解を深める。 

・ドイツと日本の歴史文化や世界の現代的課題を共に学ぶ経験を通じて、異なる価値観の中で自らを表現する力

を身につける。 
 

海外体験派遣 

・ホームスティや語学学校での世界各国の青少年との交流を通じて、異文化を肌で感じ国際的価値観を理解する

力を醸成する。 

・異国の地に身を置いて自ら行動することが求められる環境で、主体的に課題を見つけ解決する力を養う。 
 

3．応募資格 

（1） 小山台高校・大崎高校・八潮高校（品川区にある都立高等学校）の在校生及び同校を卒業した大学生。 

（2） 財団小山台の過去のドイツ・英国への派遣の派遣団員でない方。 

但し、第 30 回海外体験派遣団員および第 14回ドイツ交換交流派遣団員のうち現地に渡航できていない

者を除く。 

（3） 海外での日常生活に支障のない方。 

（4） 【必要な場合】訪問国の査証（ビザ）を取得できる方。（日本国籍の方はビザ不要です。） 

（5） 【大崎高校在校生のみ】事前に学校と協議したうえで学校長から推薦を得ること。 

 

4．応募条件 

（1） 派遣団の一員として良識ある団体行動をとること。 

（2） 事前研修の全日程及び評価会に参加し、帰国後に報告書を提出すること。 

（3） 財団小山台の国際交流活動に協力・支援するとともに帰国後は「BRANCH」（※）へ入会すること。 

（4） 大学生は、財団小山台が指名するリーダーを補佐すること。 

（5） 交換交流派遣生は翌年夏に相手国から来日するパートナーをホームステイにより受入れるとともに受入

活動に参加すること。 

（6） 財団小山台及び小山台高校・大崎高校・八潮高校並びに交流活動の関係先（カニジウスや訪問先等）の

事業報告や募集または広報活動のため、自身の写真等が財団のホームページやパンフレット等に掲載さ

れることを了承すること。 

(7) 

 

日本国、財団小山台、交流相手先等の求めに応じ、必要なワクチン接種・PCR検査等の感染症への対応と

して、新型コロナワクチンの接種を応募時点で 2 回以上完了しており、かつ 3 回目の接種を受ける意思

があること。 
但し、国の方針に合わせた変更の可能性がある。派遣説明会で詳細を説明を行う。 

 
※「BRANCH」とは「財団小山台」が行う国際交流事業により海外に派遣された参加者が「財団小山台」

の国際交流事業活動に協力するとともに会員相互の親睦及び研鑽を図ることを目的とする組織です。 

 

 



 

 

5．事前研修（予定：日時・内容は変更する場合があります）  

研修回数 実施日 曜 時間 内容 

第１回・開講式 5月 7日 日 9:30～ 18:00 

・現地事情の理解 

・派遣目標 

・英語コミュニケーション 

・派遣経験者による質疑 

・渡航諸注意 

などを予定しています。 

第２回 5月 21日 日 9:30～ 18:00 

第３回（合宿） 
6月 3日 

6月 4日 

土

日 
9:30～ 18:00 

第４回 6月 18日 日 9:30～ 18:00 

第５回 7月 9日 日 9:30～ 18:00 

第６回・結団式 7月 22 日 土 9:30～ 18:00 

評価会・解団式 9月 3日 土 9:30～ 19:00 

※派遣に向けての説明や成果報告を実施するため、開講式・結団式・解団式には保護者の方もご出席いただけ

ます。詳しい時間は合格者の方に別途お知らせいたします。 

 

※必要に応じて上記以外にも日程を調整して現地活動の準備等の打合せを実施することがあります。 

 

※ 事前研修及び評価会のすべての出席が求められます。原則、班活動・部活動及び個人的事情での欠席／遅刻

は認めていません。但し、慶事弔事や学校行事等は事前にご相談下さい。 
 

 

Ⅲ.応募・選考方法 

1.応募・選考 

応募方法 

(1)～(3)の書類をそろえ、当財団ホームページ又は右記 QRコードか

ら氏名等を申込フォームに入力してください。 

その後、 (1)～（3）の書類を小山台会館内の事務局窓口に持参して下さ

い。(郵送/メール等での提出の場合は事前にご相談ください。) 

 

(1)海外派遣申込書  
(2)保護者承諾書 

  (3)「派遣先で日本を紹介する企画書」 

・何(What)を なぜ(why)・どのよう(How)に 紹介するかを含む内容であること。 

・提出書式は A4 片面 2ページ以内で様式自由。右上に名前を記すこと。 

・原本をコピーした写しで審査します。濃く記すこと。 

応募期間 
4月 8日(土)～4月 15日(土)17:30（厳守） （事務局開設時間：火～土 9時～18時） 

(1)～（３）の書類が財団事務局に到着した時点で応募受付完了とします。 

面接試験 4月 23日（日）10:00～17:00 （集合時間など詳細は書類持参時に案内します。） 

合格発表 4月 25日（火）10:00までに財団小山台ホームページに掲示します。 

選   考 

(1)海外派遣審査委員会が書類および面接で選考します。 

(2)語学力は選考の基準としません。 

(3)財団小山台は選考理由および合否判定の経過の説明を一切行いません。 

参 加 費 

振込期限 

合格者は、参加費用及び燃油サーチャージを 5 月 19 日(金)までに指定された口座にお振

込みください。 

そ の 他 
応募者数が募集定員に満たない場合、再募集を行うこと、募集要項記載の方法に寄らずに合

格者を決定することもあります。 

 

2．渡航手続き 

(1) パスポートを持っていない方は、各自が自己負担で取得してください。 

また、パスポートは派遣先入国時に有効期限が 3か月以上残っていることが必要です。 

(2) ビザ（査証）が必要な場合、各自が自己負担で取得して下さい。ビザが必要な方は、合格発表後、

速やかに財団小山台にご連絡下さい。 

 
  



 

Ⅳその他 

  

１. 派遣を中止ないしスケジュールを変更する場合の取り扱いについて 

(1) 以下に該当する場合は派遣を中止またはスケジュールを変更することがあります。 

① 「外務省渡航安全ホームページ」の「海外危険情報」で派遣先地域が「渡航の延期をおすすめしま

す」あるいは「退避を勧告します」と表示された場合。（感染症情報は除く） 

② 財団小山台が派遣先地域の治安情勢・感染症の状況等から必要と判断した場合。 

 

(2) 派遣の中止またはスケジュール変更が決定した場合の費用の取扱いは次の通りです。 

① 出発前に派遣を中止する場合   ：返還します。 

② スケジュールの変更の場合   ：返還しません。 

２. 取消費用について 

 

自己の都合により派遣に参加しない場合乃至募集要項記載事項が遵守できず派遣取消となった場合は、語学

学校及び航空会社の取消費用並びに受入費用追加負担金をお支払いいただきます。 

なお、派遣合格者にやむを得ない事情があり、財団小山台が認める場合の取消費用負担については別途財団

小山台と派遣合格者が協議の上で決定します。 

 
 

◆英国海外体験派遣  

語学学校費用 航空券費用 

取消日 取消費用 取消日 取消費用 

～6 月 20日 
￡250 

（約 4万円） 
～5月末 30,000円 

6月 20日以降 授業料全額 6月 1日以降 
燃油サーチャージ

を含む費用の全額 

語学学校授業料：ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ･ｺｰｽ(高 2以上)/￡1,710(約 29万円) /ｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ･ｺｰｽ￡1,890（約 32万円） 

語学学校ポンド建て取消費用は、旅行代理店からの取消料支払請求時の為替相場で換算した日本円をお支払いください。 

 

 

◆ドイツ交換交流派遣・受入れ 

受入費用 
航空券費用 

取消日 取消費用 

翌年、派遣生はパートナーのホームステイ受け入れをお願

いします。ただしパートナーの受け入れが不可能になった

場合、財団小山台が、その事情について了解した場合に限

り、受入れを辞退できます。その場合、追加負担金として

10万円をお支払い頂きます。事情の変化があった場合は、

速やかに財団小山台にご相談下さい。 

～5月末 30,000円 

6月 1日以降 
燃油サーチャージ

を含む費用の全額 

 

３． 保険と当財団の責任について 

派遣期間中の病気・事故・事故に備えて財団小山台で海外旅行保険を付保します。 

（傷害死亡/傷害後遺障害：限度 7,500 万円、疾病死亡：限度額 1,000万円、治療救援費用：無制限、賠償責

任：限度 1億円/1事故、携行品損害：限度 30万円） 

派遣期間中の事故等についての損害補償は保険で担保される限度の範囲内とします。 

 

４. 財団小山台個人情報保護に関する基本方針について 

当財団ホームページをご覧ください。 

V. 合格後スケジュール 

4月 25日(火) 10時 合格発表。合格書類は同日郵送。 

5月 7日(日) 参加承諾書及び他の渡航必要書類提出締切。 

5月 20日(土) パスポートコピー提出締切。 

6月 23日(金) 参加費用及び燃油代払込期限。 

７月下旬（結団式） ホームステイ先を通知 但し出発後・現地事情により変更の可能性あり。 

 



 

海外派遣募集コース詳細 
 

 ドイツ交換交流派遣 海外体験派遣 

特  徴 

ベルリン市内の私立学校（ギムナ

ジウム）日本語履修学生との 2 年

間の派遣・受入れプログラム。 

ベルリン周辺の博物館や名所旧跡

の見学・ディスカッション等を行

う。 

 

ドイツではパートナーの家庭にホ

ームスティし、翌年は日本側家庭

がパートナーを受入れ、家族ぐる

みで親交を深める。 

 

パートナーとは主に英語と日本語

で交流する。 

ただしドイツ側パートナーが日本

にルーツのある場合、保護者を含

め日本語が堪能な家庭が受入れる

場合がある。 

ボーンマスにある語学学校で、世界中の非英語圏から来る学生

と共に文法や会話・プレゼンテーションなどを学ぶ授業を受け

る。 

 

放課後や週末は、外国人のクラスメイトやステイ先の同宿者等

とスポーツ・観光・ショッピングなど、世界各国の人と交流す

る機会がある。 

 

宿泊は学校が指定するホームスティ先となる。 

 

エクスペリエンス 

in Bournemouth 

（高校１年生） 

インテンシブ 

（高 2以上） 

語学学校のプログラムには英語の

授業に加え、各種アクティビティ

（市内散策やスポーツ交流など）

が含まれる。 

 

学校プログラムは平日朝９時～17

時、土曜日は終日エクスカージョ

ン（名所旧跡等視察）がある。 

語学学校プログラムは半日

(平日の午前又は午後)の英

語の授業のみ。 

 

他の時間は学校などで派遣

生自らクラスメイトと交流

の機会をつくるなど積極的

な行動が求められる。 

参加費用に 

含まれる 

もの 

渡航費用 (航空運賃・空港使用料) 

海外旅行保険料 

 

ドイツ滞在中に必要となる費用

（宿泊・食費・交通費・プログラム

参加費・入場料等）は、原則ドイツ

側が負担する。 

【共通】 

渡航費 (航空運賃、空港使用料) 

現地宿泊費（同性外国人と同室となる可能性あり） 

海外旅行保険料 

語学学校授業料 

食費（食数はコースによって異なる） 

【エクスペリエンス】 【インテンシブ】 

食費（朝・昼・夕食） 
 

参加必須の各種アクティビティ・

エクスカージョン費用 

食費（朝・夕食） 

 

参加費用に 

含まれない 

もの 

燃油サーチャージ 

自宅-出国空港間の交通費 

個人的な費用 

（通信費や土産代、ドイツ側提供

プログラム外で本人が希望す

る食費・入場料等） 

事前研修等に関わる交通費 

燃油サーチャージ 

自宅-出国空港間の交通費 

現地交通費（語学学校通学費及び自主観光等） 

上記以外の食費 

個人的な費用（通信費や土産代 自主観光費用） 

事前研修等に関わる交通費 

個人が追加で希望する語学学校のアクティビティ費用 

備考 

翌年ドイツ団来日時のパートナ

ーの滞在・活動費は各家庭負担と

なる。 

海外体験派遣では、語学学校に通う際に学年により【ｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ

in Bournemouth（高校 1年生）】【インテンシブ（2年生以上）】

に分かれる。 

 

 


