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2021 年度公益財団法人松戸市国際交流協会青少年姉妹都市等

派遣実施要領 （公募用）

１ 目的

昭和 46 年から姉妹都市交流が続いているオーストラリア ビクトリア州 ホワイト

ホース市及び、本年から松戸市国際化施策推進指針における今後の方針に基づき新た

な都市間交流を推進するため、米国 カリフォルニア州 サンタクラリタ市へ中高校生

の派遣を実施し、両市相互の交流を促進するとともに、ホームステイなどを通じて国

際理解を深め、国際性豊かな青少年を育成します。

２ 事業の概要

姉妹都市等へ中高校生を派遣し、ホームステイによる滞在と、中高一貫校での授業

体験、系列大学の講義を含む授業体験や課外活動をとおした同世代交流とともに、現

地において松戸市及び学校生活の紹介を行う。また、派遣後は報告書の作成と 2022
年度松戸市高校生英語スピーチコンテスト会場において派遣報告を行います。

３ 公募派遣先

派 遣 先：オーストラリア ビクトリア州 ホワイトホース市

派遣期間：2022 年 3 月 17 日（木）～24日（木）（8日間）（予定）

派遣人員：中高校生 10名以内（高校生英語スピーチコンテスト入賞者 3名を含む）

滞在方法：ホームステイ（5泊）、ホテル（1 泊）、機内泊（1泊）

４ 応募資格（次の条件をすべて満たす生徒）

⑴ 松戸市内に在住している中学生及び高校生

⑵ 心身ともに健康である生徒。

⑶ 全日程（次年度の派遣報告まで）の参加が可能であり、派遣生徒として自覚をもち、

規律ある団体行動ができる生徒。

⑷ 帰国後、この事業での成果を当協会の国際交流事業で積極的に発表でき、将来にわ

たって、地域での国際交流活動に活かすことのできる生徒。

⑸ 保護者及び学校長の承諾を得られる生徒。

⑹ 当協会派遣事業に参加したことのない生徒。

⑺ 犬・猫などの動物、食物等のアレルギーがない生徒。

⑻ 派遣決定後、当協会の会員として入会できる生徒。（当該年度）
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５ 応募について

⑴ 応募書類受付期間 2021 年 9 月 6日(月)～10 月 8日(金)

⑵ 応募書類

①（公財）松戸市国際交流協会青少年姉妹都市等派遣応募申込書

② 作文 下記のテーマで 800 字程度の作文（Word 原稿用紙を使用）

テーマ：「海外派遣に応募した動機」または「国際交流について考えること」

⑶ 応募申込 上記の書類を（公財）松戸市国際交流協会事務局までメール

（offie@miea.or.jp）で送付してください。(締切：10 月 8 日（金）必着)

６ 派遣の決定

下記の審査により優秀と認められた生徒 7 名程度

審    査 作文・面接、英語面接（簡単な日常会話程度）

面接審査日程 2021 年 11 月 14 日(日)

午後１時 30 分～午後５時までの、当協会が指定する時間

会    場  松戸市民会館 202 会議室

※派遣決定された生徒は、渡航までに当協会に入会してください。

（年会費 学生 1,000 円）

７ 費用等

派遣に要する費用は当協会より派遣費用の一部補助（５万円）をいたします。

派遣期間中の小遣い、パスポート取得費、超過手荷物料金、任意保険料(増額分)、や

むを得ず帰国する場合の費用は本人負担とします。

８ 派遣参加同意書の提出

派遣決定者には、派遣参加同意書を提出していただきます。

９ 各種行事への参加及び報告書の提出

帰国後、派遣者は報告書を提出し、松戸市高校生英語スピーチコンテスト、松戸市

国際文化祭等の国際交流行事に参加し、派遣先での体験を発表していただきます。

10 資格の取消し

派遣者として不適格と認められた場合は、出発前・帰国後を問わずその資格を取り

消すとともに当協会の負担した金額の全額または一部を請求することがあります。

11 損害賠償

現地での活動は、自己責任能力が求められます。派遣生徒本人の責任に帰する事由

により事故等が発生した場合、当協会は一切責任を負いません。

また、派遣生徒本人の責任に帰す理由により当協会または第三者が損害を被った場
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合、その損害を賠償していただきます。

12 派遣実施の中止

世界情勢の悪化、その他の事由により当派遣事業を中止する場合があります。

(公財)松戸市国際交流協会事務局 担当：吉村、加藤、アイリス、

   住所：〒271-0073

松戸市小根本７－８

京葉ガスＦ松戸第２ビル５階

                       

TEL: 047-366-7310   FAX: 047-308-6789
   E-ﾒｰﾙ: offie@miea.or.jp  URL: https://www.miea.or.jp



2021 年度 青少年姉妹都市等派遣事業

【ホワイトホース市】行程表（予定）

※受け入れ学校について クーナン校（Koonung Secondary College）
https://www.koonung.vic.edu.au/

クーナン校は、姉妹都市ホワイトホース市にある公立の共学校です。この青少年姉

妹都市派遣の受け入れは、2000 年度より連続で協力していただいています。

クーナン校は日本でいう中高一貫教育校であり、中学校１年から高校３年まで６学

年の生徒が勉強しています。

市立松戸高校の姉妹校でもあり、日本語教育にも力を入れています。

2022年

3月17日（木）
夜：日本発 機内泊

18日（金）
午前：メルボルン着→ホワイトホース市へ

午後：クーナン校でウエルカムランチ、対面式

ホームステイ19日（土）

～

20日（日）

ホストファミリーと休日を過ごす

21日（月）

～

23日（水）AM

ホワイトホース市

クーナン校※の受け入れプログラム

23日（水）PM メルボルン市内観光 ホテル泊

24日（木）
朝：メルボルン 発→

夜：日本（羽田）着

ホームステイ：5泊 ホテル：1泊 機内：1 泊 計：7泊 8日



（公財）松戸市国際交流協会青少年姉妹都市等派遣応募申込書

ふ り が な

氏 名
（性別 ： 男 ・ 女 ）

生 年 月 日 西暦     年  月  日

（2022年1月1日現在    歳)

自宅電話番号

携帯電話番号

住 所

〒

松戸市

学 校 名 学年 組

■健康状態

良好   既往症等有（                  ）  乗り物酔い 無・有

アレルギー 無・有 （花粉症：     動物：     食物：         ）

■趣味・特技・スポーツなど（詳しく記入してください。）

■派遣時に、ホストファミリーや現地学校と交流したいこと、自身が伝えたいこと

■英会話についての自己評価(□にチェックを入れてください。)

□ 日常の会話には困難を感じない。

□ 相手の言うことは分かるがこちらからうまく言えない。

□ 会話については、まだ初歩段階である。

■英会話・英語検定等の資格（あり：               ）  なし

■海外渡航暦（国名、目的、渡航期間）

■性格自己評価(□にチェックを入れてください。)

社交性 ：  □富む    □普通    □乏しい

積極性 ： □富む    □普通    □乏しい

統率力 ： □富む    □普通    □乏しい

協調性 ： □富む    □普通    □乏しい

責任感 ： □富む    □普通    □乏しい

   年  月  日

(公財)松戸市国際交流協会御中

本人氏名                    

保護者氏名                 印



【気候について】
姉妹都市派遣の時期のホワイトホー
ス市の気候はどうですか？

夏の終わりから秋にかけての気候。一日のうちでも、急に雨が降ったり日差しが暑かっ
たり夜は涼しく、変化が激しい。
カーディガン等体温調節しやすい服を持参してください。昨年は、日中は半袖、夜間は
カーディガンが必要なときもありました。

【オーストラリアに持ち込み可能なも
のについて】
オーストラリアに薬や食品は持ち込
めますか？

オーストラリアは国の環境と農業の保護のため、食品・植物・動物製品等を国内に持ち
込むことを厳しく制限しています。オーストラリア関税法では、薬物、ステロイド、武器、火
器、保護対象となる野生動物をオーストラリアに持ち込むことを禁止しています。生鮮食
品、包装食品、果物、卵、肉、植物、種、皮、羽など、一部の一般品目も禁止されていま
す。詳細は、在日オーストラリア大使館のウェブサイトをご覧ください。

【引率について】
引率者の人数は?

職員2人が、日本出発から帰国まで引率します。

【在学中のこと】
派遣期間における、在学する学校の
出欠の取り扱いはどうなりますか？

参加生徒のみなさんのそれぞれの学校の判断となります。（公欠扱いになることが多い
ようです。）
派遣が決定した際に、協会からみなさんの在学する学校の校長先生あてに、派遣期間
の出欠にご配慮いただけるよう文書を送付します。

【派遣事前説明会について】
すべて出席する必要がありますか。
学校の行事等で欠席することは可能
ですか。

旅行会社同席の姉妹都市派遣行程及び必要書類についての説明会（12月下旬予定）、
市長表敬訪問・最終説明会（3月1日頃午後5時～を予定）は、大事な説明ですので、出
席をお願いします。派遣生徒のみなさんがお互い交流を深める機会にもなります。学校
行事で欠席する場合はご相談ください。

【派遣準備について】
ホワイトホース市でのプレゼンの為
に集合する日程と回数は？

現地のクーナン校（Koonung Secondary College)において、派遣生徒のみなさんが、現
地の学生の前でプレゼンを行います。パワーポイントを使用し、日本や松戸のことを英
語で紹介します。プレゼンテーションの作製や練習日は、派遣生徒のみなさんが参加可
能できる日程で調整します（３～４回）。

【英語について】
参加生徒の英語力はどの程度求め
られるか？ 現地のプレゼン、授業
に参加の際、ある程度の英語力が
必要なのでは？

現地での活動では、英語力以上に、積極性が大事です。ホワイトホース市の人達は、英
語に自信がない場合でも対応してくれると思います。できれば、自己紹介・趣味・家族の
ことは英語で紹介できると良いでしょう。

【会員登録について】
参加資格の中に松戸市国際交流協
会の賛助会員に加入とあるが、時期
はいつからですか？

令和3年度（2021年4月1日～2022年3月31日）の賛助会員登録となります。年度ごとの賛
助会費（学生会員は1,000円）が必要です。
2021年1月中に会費をお支払いいただく予定です。

【アレルギーについて】
現地でアレルギー反応を起こしたと
きの対応は？

アレルギーにつきましては、基本的にはご自身による管理をお願いしておりますが、現
地で大事にいたることのないよう、アレルギーの有無を事前に必ずご申告ください。緊急
の場合は、引率職員にご連絡ください。

【アレルギーについて】
アレルギーで資格取り消し等になる
ことはあるか？

アレルギーを理由に資格を取り消したことはありませんが、ホームステイ先など、常に引
率者が一緒にいることはできませんので、ご自身で管理できることが必要です。
ペットがいる家庭が多いので、ホームステイ先が見つからない可能性もあります。
食べ物のアレルギーを持つ方が参加したこともありましたが、自分で「この料理には○○
は使われていますか？」と聞くなどして、気を付けていたようです。

【病気・怪我について】
現地での怪我、病気等の対応につ
いて？

出発から帰国時まで引率職員２人が対応します。派遣期間は、引率職員が旅行会社の
現地デスク及び松戸の協会事務局と常に連絡を取っています。緊急時は、すぐに対応
できます。また、生徒のみなさんがひとりで行動することはありません。さらに、ホワイト
ホース市側からも、姉妹都市派遣に対して、速やかに協力していただけるようになって
います。

青少年姉妹都市派遣　Ｑ＆Ａ



【資格の取り消しについて】
派遣の資格取り消しはどんな場合で
すか？

団体行動ができない、他の参加生徒等に迷惑になる行動をする、といった場合が考えら
れます。過去に派遣が取り消しになった例はありませんが、ホワイトホース市で行う発表
の準備に真面目に取り組まない、協力的でない、など派遣生徒としてふさわしくない場
合は、資格の取り消しを検討いたします。

【現地での授業について】クーナン高
校での授業の内容はどのようなもの
ですか。中学生が授業の内容につ
いていけますか。

例年、通常の英語での授業の他に、日本語の授業にも参加します。
体育や音楽、オーストラリアの先住民族の文化を学ぶ授業に参加したこともありました。
英語が理解できなくて困ったり、ついていけなくて戸惑うような難しい授業に参加するわ
けではないので、あまり心配しなくて良いと思います。

【お小遣いについて】
お小遣いはどの程度必要ですか。

身の回りのもの、土産等の費用として例年3万円位かと思われます。

【携帯電話について】
中学生なので携帯電話を持っていな
いのですが必要でしょうか。

携帯電話を持参する必要はありません。国際交流協会の携帯電話
がありますので緊急時は協会の電話で対応します。

【ホームステイについて】
ホストファミリーと事前に連絡を取る
ことができますか？

ホストファミリーが決定し次第、派遣生徒のみなさんにホストファミリーのプロフィールを
お知らせします。事前にメール等で連絡を取り合うことができます。2月末～3月初めに決
定する予定です。

【ホームステイについて】
ホストファミリー１家庭に何人宿泊し
ますか？

原則1家庭に２人ですが、過去には1家庭に１人という例もありました。
男子生徒の家庭に女子生徒がホームステイすることもあります。

【ホームステイ中の洗濯について】
衣類の洗濯はどうしたらいいです
か。ホストファミリーにお願いするの
か、自分で洗濯するのか？

ホストファミリーによって異なります。現地では、水を大切にするので、1週間分まとめて
洗濯する家庭もあり、派遣家庭先で洗濯できない場合もあります。ホストファミリーに直
接確認してみてください。

【履き物について】
靴は何をもっていけばいいですか？

動きやすいスニーカーあるいは運動靴と、サンダルのようなものがあるといいです。
また、オーストラリアでは家の中は土足の家庭が多いので、サンダルがあると日本人は
過ごしやすいと思います。

【帰国後の報告会について】
帰国後、姉妹都市派遣報告会の準
備について、日程と回数は？

派遣のレポートを書いていただき、報告書（冊子）を作成します。
次年度の松戸市高校生英語スピーチコンテスト（8月下旬開催）において、報告会（スラ
イドによるプレゼンテーション）を行います。報告会の準備は、派遣生徒のみなさんが参
加できる日で調整します（３～４回）。
当日はお手伝い（ボランティア）もお願いしています。

【心構えについて】
派遣中、気を付けることは？

オーストラリア滞在中は、職員の指示に従うようにしてください。また、集団で行動します
ので協調性がとても重要です。海外での身勝手な行動は大きな事件につながりかねま
せん。くれぐれも気をつけるようにしてください。
オーストラリアは、文化・習慣も違います。現地の人には、寛容な気持ちで接しましょう。
松戸市の代表として派遣されますので、それにふさわしい行動を心がけてください。


