
 

 

 

 

 

 

 ２０２３年２月２１日 

 

２０２３年度 高校生交流事業 参加校募集のご案内 

平素は、当財団の活動に対し、ご理解を賜り誠にありがとうございます。 

このたび、２０２３年度（２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日）の高校生

国際交流事業「アジア ユースリーダーズ」「ティーンエイジ アンバサダー（小さな

大使）」への参加校を募集いたしますので、ご案内申し上げます。 

本事業は、日本と海外の高校生が相互理解と友情を育み、グローバル感覚や多様な

価値観を認め合う場を提供するものです。各校におかれましては、将来 さまざまな

国際舞台で活躍を目指す生徒の皆さまの学習機会の一つとしてご検討頂き、ご応募を

いただければ幸甚に存じます。なお、募集要項についてオンライン説明会を開催いた

しますので、併せてご案内申し上げます。 

皆さまのご応募を心よりお待ちしております。 

 

記 

 

【募集要項説明会について】 

ご参加を希望される場合、2 月 27 日（月）までにメールにて「1p@aeon.info」

までご連絡いただけますと幸いです。 

 

開催日時:  2023 年2 月28 日（火） 17:00-18:00 

開催方法:  ZOOM ミーティング 

会議 ID:  941 9715 3715 パスコード: 2023 

会議URL：

https://aeonpeoplebiz.zoom.us/j/94197153715?pwd=OVRPOHY1dncvanJJN

C84WnNPMlFvZz09 

 

【本件に関するお問合せ】 

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ 

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 

TEL：043-212-6023  Email:1p@aeon.info 

以上 

mailto:1p@aeon.info
https://aeonpeoplebiz.zoom.us/j/94197153715?pwd=OVRPOHY1dncvanJJNC84WnNPMlFvZz09
https://aeonpeoplebiz.zoom.us/j/94197153715?pwd=OVRPOHY1dncvanJJNC84WnNPMlFvZz09


 

 

 

 

2023年度 高校生交流事業  

参加校募集要項 
 

1.参加校募集について 

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ（以下、当財団）は、2023 年度、以下の高校生交流事業を開催するにあたり、

各事業への参加高校を募集いたします。 

 A: アジア ユースリーダーズ事業    B: ティーンエイジ アンバサダー事業 
 

   上記事業に参加を希望する高校は、2023年 3月 9日（木）までに、別紙「同意・申込書」を E メール（1p@aeon.info）にて

ご提出ください。（*「同意・申込書」の電子版は、当財団のホームページ（TOPICS）にてダウンロードが可能です。） 

 

HP: https://aeon1p.or.jp/1p/  

 

 ※参加国の政治・社会的事情により、プログラムの中止・延期、あるいは、オンライン開催への切り替え等、内容が一部 

変更となる場合があります。予めご了承ください。 
 

2.各交流事業について 

  A：アジア ユースリーダーズ事業 

日本を含むアジア各国の高校生が一堂に会し、共通の社会問題をテーマに、英語を共通言語として、視察や専門家

による講義をもとにグループディスカッションを交わすことで、最終的に解決策をグループごとに発表するプログラムで

す。各国の異なる価値観を持つインドネシア、カンボジア、タイ、中国、日本、ベトナム、マレーシア、ラオス 8カ国の学

生たちがグローバル感覚を養い、価値観の多様性を学ぶとともに、問題解決力や自発的な行動力を高めることを目的

とします。 
 

    アジア ユースリーダーズ事業でできること 

（1）英語づけのプログラム期間中で生徒たちの英語力を発揮できる 

（2）一流の講師陣による講義を受け、社会問題について深く学べる 

（3）自分の国以外にも、気軽に話ができる友人を沢山作れる 
   

 B：ティーンエイジ アンバサダー事業 

     日本とアジアとの高校生が互いの国を訪問し、政府・大使館訪問を中心とした「表敬訪問活動」、ホームステイや学校 

訪問での授業体験などの「交流活動」、世界遺産訪問や文化体験を中心とした「歴史・文化活動」の３つの活動を通じて

交流するプログラムです。文化や伝統、生活習慣の異なるアジアの若者たちが、相互訪問することを通じて国際的な相

互理解と親交を深め、グローバル感覚を身に付けると共に、国境を越えた友人ネットワークの重要性とその構築の機会

を提供することを目的とします。2023年度はベトナムと交流します。 
 

    ティーンエイジ アンバサダー事業でできること 

    (1)外交官を始めとする国際的な仕事やその役割を知ることができる 

    (2)自国および交流相手国の良さについて、理解を深めることができる 

    (3)海外の同年代の高校生および受入れ先の家族と親密な関係を構築することができる 

https://aeon1p.or.jp/1p/
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3.各交流事業の詳細および参加条件 

 A： アジア ユースリーダーズ事業 

開催地 日本（海外７か国の高校生が日本に集合） 

期間 2023年 8月 21日（火）～26日（金）＊6日間、ただし、前後泊を除く 

日
程 

(

予
定) 

21日（月）  集合（海外高校生来日） 

22日（火）  オリエンテーション、レクチャー 

23日（水）  テーマに基づくレクチャー、チームディスカッション 

24日（木）  チームディスカッション（*一部フィールドワークを含む） 

25日（金）  チームプレゼンテーション・講評・クロージングセレモニー 

26日（土）  解散（海外高校生帰国） 

申
込
人
数
・参
加
者
の
資
格
条
件 

・一校当たり 3名前後で、男女比率は問いません 

・生徒の国籍は日本を原則とします 

（ただし、外国籍生徒で、日本育ちであり、日本語のコミュニケーションができる生徒はお申込みいただけ

ます。） 

・生徒は英語でのディスカッションが可能なこと 

下記いずれかの資格を取得されていることが目安となります 

 TOEIC 550点以上、英検 2級以上、 

 TOEFL 60点以上、IELTS 5.0点以上 

費
用
負
担 

当財団 

（1）プログラム上の「移動、宿泊、食事、視察」に伴う費用 

（2）事前勉強会、説明会および本プログラム実施をするにあたり、当財団が会場を手配する 

場合の費用（交通費、会場費、通信費（wifi等）、会場設営機材費、備品等） 

学 校 

（1）事前勉強会及び説明会および本プログラム実施をするにあたり、各学校が会場となる場合

の費用（会場費、通信費（wifi等）、会場設営機材費、パソコン等） 

（2）引率教員に係る費用（集合場所までの交通費）（※例）自宅から名古屋駅までの交通費） 

生 徒 

（1）ノートパソコンおよび通信費（wifi等） 

（2）事前勉強会及び説明会参加に関する費用（交通費、他） 

（3）集合場所までの交通費 （※例）自宅から名古屋駅までの交通費） 

（4）土産代、電話代、その他個人的費用 

（5）傷害保険等の加入費用（必要な場合） 
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Ｂ: ティーンエイジ アンバサダー事業 

項目 日本での交流プログラム 海外（ベトナム）での交流プログラム 

期間 2023年 11月 13日（月）～19日（日） 2024年 1月 15日（月）～21日（日） 

日
程
（予
定
） 

 

13日（月） 相手国来日 

オリエンテーション 

14日（火） 表敬訪問、歓迎会 

15日（水） 歴史・文化活動 

16日（木） 歴史・文化活動 

17日（金） 授業体験、ホームステイ 

18日（土） ホームステイ 

フェアウェルパーティー 

19日（日） 相手国離日 

※前泊あり 

15日（月） 相手国へ到着 

オリエンテーション 

16日（火） 表敬訪問、歓迎会 

17日（水） 歴史・文化活動 

18日（木） 歴史・文化活動 

19日（金） 授業体験、ホームステイ 

20日（土） ホームステイ 

       フェアウェルパーティー 

21日（日） 日本帰着 

申
込
人
数
・参
加
者
の
資
格
条
件 

(1)一校当たりの参加申込人数は 10名（男子 5名、女子 5名） 

*全体申込数が予定人数に合わない場合、希望人数を調整する場合があります 

(2)申込条件： 

・男女同数とし、国籍は日本を原則とします 

*外国籍生徒で、日本生まれ日本育ちであり、日本語のコミュニケーションができる生徒は 

お申込みいただけます 

・英語でのコミュニケーション能力を有する者が望ましい 

・両国での交流終了までの間、母国を代表する「大使」であることを自覚し、社会的良識・規範

をふまえた上行動できる者 

・招聘、派遣の参加者は同一人物とします 

費
用
負
担 

 

 

当財団 

日  本：プログラム上の「移動、宿泊、食事、体験、視察」に伴う費用 

海  外：日本出発空港から日本帰着空港までのプログラム上の「移動、宿泊、食事、    

体験、視察」に伴う費用 

その他：事前勉強会、説明会、事後報告会および本プログラム実施をするにあたり、 

当財団が会場を手配する場合の費用（交通費、会場費、通信費（wifi 等）、会場

設営機材費、備品等）  

 

 

 

学 校 

日  本： (1)授業体験日における費用（昼食代を含む） 

       (2)招聘プログラムで発生する学校側からのプレゼント費用 

海  外： 派遣先での御礼・記念品に関する費用 

その他： (1)パフォーマンスの準備で発生する費用 

(2)事前勉強会、説明会、事後報告会及び本プログラム実施をするにあたり、 

各学校が会場となる場合の費用（交通費、会場費、通信費（wifi等）、 会場 

設営機材費、備品等） 

 

 

生 徒 

 

日  本：(1)ホームステイ期間中の費用 

      (2)土産代、電話代、その他個人的費用 

海  外：(1)パスポート、ビザ取得、保険加入に関する費用 

(2)日本出国の際の空港までの移動（宿泊を含む）に関する費用 

      (3)土産代、電話代、その他個人的費用 

      (4)事前勉強会、説明会、事後報告会に参加に関する費用（交通費、他） 

 

4.学校の役割（参加校として選ばれた場合） 

  A：アジア ユースリーダーズ事業 

（1）プログラムの実施 1ヶ月前までに、当財団事務局と相談の上、事前勉強会および説明会の日程・会場を決定します。 

（2）本プログラムを実施するにあたり、学校内の施設を事前勉強会および説明会の会場として提供していただくようお願い

いたします（学校が難しい場合は別会場の手配をお願いいたします）。 
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（3）2023年 6月中旬までに参加者名を確定し、提出書類一式（保護者同意書、個人情報取扱い同意書等）の送付および 

その参加者のオンライン申し込みを完了していただけるようお願いいたします。 

（4）本プログラム全日程に参加できる引率教員を 1名選定し、期間中、参加生徒の健康管理、生活指導全般を担当し、 

プログラムの実施に支障のないようにお願いいたします(*体調不良者のケアの面から女性教員が望ましい）。 

B：ティーンエイジ アンバサダー事業 

(1)招聘・派遣プログラムの実施 1ヶ月前までに、当財団事務局と相談の上、事前説明会の日程を決定いたします。 

(2)引率の先生 2名が同行するようにお願いいたします（*体調不良者のケアの面で女性教員 1名以上が望ましい）。        

(3)招聘プログラムにおいては、授業体験日を 1 日設定していただくようお願いいたします（開催週の金曜日）。また、授業

体験日に学校での歓迎会の実施をお願いいたします。 

(4)招聘プログラムにおいては、授業はペア同士で受けていただくようにお願いいたします。また、通常授業、特別編成授

業のいずれも可能ですが、できれば日本らしさが感じられる授業も組込み頂きたいです。 

（5）招聘・派遣プログラムにおいて、参加生徒によるパフォーマンス（5 分以内）をご準備ください（*歓迎会やフェアウェル   

パーティなどで披露）。 

A、B共通部分 

(1)参加に伴い、学校での授業を欠席する場合は、「公休」扱いにてお願いいたします。 

(2)参加生徒へ本事業に参加することの意義をよく理解させ、事業に向けての事前指導に万全を期すと共に、本事業の意

味合いと、とるべき行動上の注意点を徹底するようお願いいたします。事前勉強会および説明会から本プログラム終了

まで「日本代表」であることを自覚するようご指導お願いいたします。この間に高校生として好ましくない事態が発生した

場合は、下記の措置を取ることがあります。 

・当該年度の参加取り止め   ・次年度からのエントリー不可 

（3）当財団は活動内容周知を目的に映像を作成する予定です。特に生徒同士が交流している場面の撮影（スチール写真・

動画）にご賛同頂けるようお願いいたします。 
 

5.選考結果 

選考は第三者委員会によって行い、結果については、2023年 4月上旬を目途に、お知らせいたします。 
 

6.本件に関するオンライン説明会 （募集要項の内容についてご説明し、ご質問を承ります） 

日    時: 2023年 2月 28日（火） 17:00-18:00 

開催方法: ZOOM ミーティング 

会議 ID: 941 9715 3715   パスコード: 2023 

会議URL: 

https://aeonpeople-biz.zoom.us/j/94197153715?pwd=OVRPOHY1dncvanJJNC84WnNPMlFvZz09 

※ご参加を希望される場合、2月 27日（月）までに下記のメールアドレスまでご連絡いただけますと幸いです。 
 

8.本件に関するお問合せ 

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ 

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1  TEL：043-212-6023 Email:1p@aeon.info 

以 上 

https://aeonpeople-biz.zoom.us/j/94197153715?pwd=OVRPOHY1dncvanJJNC84WnNPMlFvZz09
mailto:1p@aeon.info
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