
 

「東北から復興を担う未来の意思を育てよう！」という想いを胸に、Support 
Our Kidsでは、“東北復興の担い手づくり”に取り組んでいます。その舞台は海外
です。震災以降、様々な形で日本に温かい手を差し伸べていただいた諸外国の大
使館にご協力いただき、東北の中高生に海外ホームステイを体験していただいて
います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「東北は、もっと元気になりますか？」　　　　　　　　　　　　　　　　　◆
「私たちの未来は、明るい未来になるんですか？」  　　　　　　　　　　　　　　
なるかどうかじゃなく創ろう！自分たちの未来を、東北の未来を、自分たちの手
で。仲間と一緒に、気づき、考え、行動しよう。未来を創ろう。　　　　　　　　　　
今、ここがそのはじまり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
昨年に続き、地域社会への貢献に取り組む株式会社マイヤ、三菱食品株式会社と
連携し、第8回となる海外ホームステイ参加生徒を募集します。

未来は、自分たちで創っていく　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　その一歩を踏み出す為に

東日本大震災被災児童自立支援プロジェクト

2018年度海外ホームステイ参加生徒募集のご案内  
応募期間：2018年2月15日(木)～4月15日(日)

中学生・高校生の皆さんへ 2018年2月

　　　　　　　　派遣国及び日程(予定)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆アイルランド　　  2018年７月下旬～8月中旬（約２週間）1名募集　　　　
◆カナダ　　　　　  2018年７月下旬～8月中旬（約２週間）1名募集　　
◆ニュージーランド  2018年７月下旬～8月中旬（約２週間）1名募集      ◆　　        
＊国際情勢等により、派遣国は変更する場合がございます。予めご了承下さい。　　　　
＊現地状況により、派遣期間が夏休み以外となる可能性もございます。

参加費用
■弊会にて負担する費用：海外ホームステイ参加費用（渡航費、現地宿泊費、
現地食費、現地プログラム費、海外傷害保険費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■個人負担の費用：パスポート取得費、国内移動交通費（現住所⇔空港、　
自宅⇔事前研修会場）、スーツケース宅配費、お土産代

×

ホームステイ実績
2011年　ニュージーランド50名
2012年　ニュージーランド14名
               イギリス　　　　10名
2013年　アメリカ　　　　46名
               フランス　　　　10名
　　　　アイルランド　　   9名
　　　　カナダ　　　　　 10名
　　　　 ニュージーランド14名
2014年　アメリカ　　　　23名
               フランス　　　　10名
　　　　アイルランド　　 10名
　　　　カナダ　　　　　 10名
　　　　 ニュージーランド10名
　　　　 スイス/サンマリノ 6名
2015年　アメリカ　　　　12名
               フランス　　　　10名
　　　　アイルランド　　 10名
　　　　カナダ　　　　　 10名
　　　　 ニュージーランド10名
　　　　 オーストラリア　10名
　　　　 ポーランド/スイス 6名
2016年　アメリカ　　　　10名
               アイルランド　　  9名
　　　　カナダ　　　　　  8名
　　　　 ニュージーランド10名
　　　　 オーストラリア　  9名
2017年　フランス　　　　  9名
　　　　 アイルランド　　  5名
　　　　 カナダ　　　   　  8名
　　　　 ニュージーランド  5名
　　　　 オーストラリア　  6名
                                合計  375名



 

現地プログラムの様子　毎日がチャレンジ！

異文化体験 現地学生との交流

➢ 東日本大震災時に被災をし、保護者の承諾が得られる新中学2年生～新高校3年生
（面接時には、震災時の様子をお伺いいたします）

➢ Support Our Kidsの活動趣旨をよく理解し、東北復興に関心があること　　　　　　　　　　　　　　　　
（弊会の海外ホームステイは、東北復興の担い手づくり、自立心育成を目的としています）

➢ これまでに、東日本大震災被災者支援を目的とした海外ホームステイプログラムに参加したことがないこと
➢ 学校の担任、部活動の顧問など、第3者の推薦を受けていること
➢ 面談・説明会等に保護者同伴で参加出来ること
➢ 渡航前に事前研修を受けられること

第1回　 5月 27日（日）宮城県仙台市会場（自己紹介、コミュニケーションアクティビティなど）
第2回　 6月 24日（日）宮城県仙台市会場（震災英語プレゼンテーション練習など）
第3回　渡航日前日　東京都内会場

➢ 帰国後、弊実行委員会と交流をはかり、毎年冬に開催する『リユニオン～翔（はばたき）～』（同窓会／海外
での体験発表会／復興プロジェクト発表会）に参加できること ＊11月、若しくは12月の土日を予定(仙台市)

➢ 帰国後にレポートを提出できること
➢ 過去に弊会のホームステイプログラムに参加していないこと。
　　 ※過去、弊会のホームステイプログラムに応募し不合格であった方は応募可能です。

語学研修

応募資格

応募期間

支援者とのプレミアムな体験震災・復興プレゼンテーション

ホームステイ

【上記以外の各国主なプログラム（予定）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アイルランド：ダブリン市長表敬訪問・語学学校通学、カナダ：現地サマーキャンプ参加・日系人との交流・ナイ
アガラ観光、ニュージーランド：クライストチャーチ(被災地)訪問・現地高校通学　等

2018年2月15日（木）～ 4月 15日（日）



 

2018年4月15日 (必着)までに以下の書類を事務局に郵送してください。

➢ 参加申請書／同意書
（2月15日よりマイヤウェブサイト http://www.maiya.co.jp/ にてダウンロードいただけます）

➢ 記述式質問回答票
（2月15日よりマイヤウェブサイト http://www.maiya.co.jp/ にてダウンロードいただけます）

➢ 作文：あなたが考える復興とは何ですか？これからの東北をどうしていきたいかを具体的に書いてください。
　＊400字詰め原稿用紙3枚程度

➢ 推薦書(書式は自由) 学校の担任教師、学校校長、部活動の顧問・監督、推薦諸団体等からの推薦書
内容： ①日常の様子　②推薦理由　③海外経験後に期待すること　④東日本大震災の理解や復興への取り組み

➢ 身分証明書のコピー(パスポートまたは学生証)
➢ 学校在籍証明書　1通

➢ 一次審査：書類選考　　2018年4月23日(月）までに合格者のみに電話で結果をご連絡します
➢ 二次審査：保護者同伴での面談　　4月29日(日)   マイヤ本部　　　　
➢ 最終結果：合格発表    2018年5月6日(日） メールにて通知　※5月8日中に最終意思確認

➢ 提出された書類の個人情報の取り扱いについて細心の注意をはらい、参加者選考及び今後のご連絡のみに　　
限定します。なお、応募書類は返却いたしません。

➢ 参加が確定後、キャンセルされる場合、すみやかに弊会に通知をしてください。
➢ 申請書類等に関し、事実と異なる内容があると判断された場合、参加資格を取り消し、合格を取り消す場合　

がありますので、記載事項は正確にご申告ください。
➢ 合否のお問い合わせには、いかなる場合にもお応え出来ませんので予めご了承ください。
➢ 本ご案内の内容は予告なく変更する場合がございます。最新情報、詳細は弊会ホームページをご覧ください。

http://support-our-kids.org/ja/

〒022-0003
岩手県大船渡市盛町字木町14-5
株式会社マイヤ 本部 「海外ホームステイ事務局」
電話：0192-27-2165

郵送先

記載事項は、黒のボールペンで応募者本人が自筆で記入のこと(ワープロ原稿不可)
保護者署名・押印のないものは無効となります

申込み方法

選考

留意事項

お問い合わせ先
Support Our Kids事務局（河原・外山）　TEL: 03-6272-6252    E-mail: sok@jidai.or.jp

http://support-our-kids.org/ja/
http://support-our-kids.org/ja/
mailto:sok@jidai.or.jp
http://support-our-kids.org/ja/
http://support-our-kids.org/ja/
mailto:sok@jidai.or.jp
http://support-our-kids.org/ja/
http://support-our-kids.org/ja/


マイヤ × Support Our Kids
2018夏季ホームステイプログラム 参加申込書

ふ り が な

参加希望者
氏　　　名

写真貼付欄

45mm × 35mm

性 別 　　　　男性　・　女性 プリクラ不可

生年月日 （西暦）　　
　　　　　　年　　　月　　　日　（満　　才）　　
　　　　

現　住　所
　〒　　　　－

　ＴＥＬ　    （　　）                携帯電話    （　　）

震災時の住所 　〒　　　　－

ふ り が な

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ふ り が な

PCﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
学 校 名 学　　年 中・高　　　　     年
旅券番号

パスポート有の方のみ
有効期限

海外渡航暦
渡航国：　　　　　　　　期間：　　　年　月　日～　　年　月　日　　
　　
主催団体/内容等：　　　

趣味・特技
部活動

ふ り が な
続
柄 生年月日

（西暦）
　　年　　月　　日
        （　　　　歳）

保 護 者
氏　　　名

　現　住　所
　〒　　　　－

ＴＥＬ　    （　　）                携帯電話    （　　）

ふ り が な

メールアドレス

緊急時連絡先 会社・自宅

プログラムを何で知りましたか？　(新聞、ラジオ、学校、紹介（氏名）等々)



Support Our Kids
ホームステイプログラム参加同意書

Support Our Kids 実行委員会御中

わたし と法定代理人 は海外ホームステイ参加にあたり、日常生活、

事前準備において、また訪問国でのホームステイ生活、事後活動において下記のことに同意し、必ず守ります。

万一重大な違反や不適切な行為があった場合は、参加の延期や途中帰国など、Support Our Kids実行委員会の指

導、決定にしたがいます。

１．わたしは以下のことについて努力します。

 海外ホームステイの趣旨をよく理解し、人種、宗教、生活習慣の違いを越え、異文化体験を通して、訪問する国の

人たちと親しくし、相互理解を図ります。

 受入れ家庭の環境の中で積極的に交流し、家族の一員として自覚しながら生活します。

 訪問国の文化や日常の生活習慣を学び、日本や自分自身のことを伝えます。

 事前活動に積極的に参加し、充実したホームステイができるよう準備します。

２．わたしは以下の事項を守ります。

 団体で行動する時は、公共のマナーを守り、引率者のいうことをよく聞き、機内や宿泊先で騒いだり、他人に迷惑を

かけたりするようなことはしません。

 事前準備活動中やホームステイ中に問題が起こった場合は、速やかにその場の対応責任者（事務局や現地引率

者）と相談し、問題の解決をはかります。

 有害サイトへのアクセス、お酒を飲むこと、タバコを吸うこと、マリファナなどのドラッグの使用、人種的な差別、性的

な問題など法律違反をおかすようなことは絶対にしません。

 事前の準備活動が不十分と指摘され、参加を延期または中止する指導を事務局より受けた場合はその指示に従

います。

３．わたしは、またわたしの保護者は以下の理由で別途費用が発生した際は、その費用およびそれにて発生する諸

経費の全額を負担します。

 上記にある項目に違反し、途中帰国となった場合

 プログラム参加中にものを破損したり、他人に怪我を負わせてしまう、またその他一切の第三者に費用が発生する

行為を行い賠償金や弁償金が発生した場合



４．わたしは、個人情報の取り扱いに関して以下に定められた事項に同意します。

 参加者より取得した個人情報（撮影した画像・映像も含む）は以下のとおり取り扱います。

１．【利用目的】

１）本ホームステイプログラム・企画の広報（理解者・支援者・参加児童の環を拡げる）のため、報告書・報告映

像・関連WEBサイト・各種メディアへの掲載

２）同種企画実施のための企画書への掲載

３）本ホームステイプログラムの支援者（社）の企画書・報告書・報告映像・関連WEBサイトなどへの掲載

２．【第三者への提供】

当実行委員会は法律で定められている場合を除いて、参加者の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供す

ることはありません。

３．【個人情報の取扱い業務の委託】

当実行委員会は事業運営上、業務の一部を外部に委託しており、業務の委託先に対して参加者の個人情報を預け

ることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人

情報の適正管理・機密保持などにより、参加者の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施さ

せます。

４．【個人情報提供の任意性】

本企画参加に際し、参加者が当実行委員会に個人情報を提供することは任意です。ただし、個人情報の提供を了承

されない場合には、ご参加いただけない企画がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

５．【個人情報の開示請求について】

参加者には、ご本人の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除および利用又は提供の拒否権を要求

する権利があります。必要な場合には、お申し込みの当実行委員会事務局まで連絡ください。

西暦 年 月 日

参加者の法定代理人 印
（親権者等自署）

研修参加者本人
（参加者自署）



　　　 マイヤ × Support Our Kids 2018 夏季ﾎｰﾑｽﾃｲﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱﾝｹｰﾄ

【派遣予定国】
　　□アイルランド　　□カナダ　　□ニュージーランド　　
  ＊希望国全てにチェックをしてください。（複数回答可） 

  ＊国際情勢等により、派遣国は変更する場合がございます。予めご了承下さい。

   氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　年齢：満　　　　　才

   学校名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年：　　　　　      

   住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：  　  　　　　 　　　　 　　   

１　志望動機（なぜ今海外なのか、何故その国なのか、具体的に書いてください）

２　被災状況および震災発災時の状況について具体的に教えて下さい。
　　a.被災状況 □人的被害　 　　　　　

□物的被害　 　　　　
□原発被害　 　　　　

    b.震災発災時の状況
 

３　東日本大震災について、あなたが海外の人に伝えたいことを教えてください。

�



４　震災後、あなたの中で変わった価値観や考え方があれば教えて下さい。

5　海外でホームステイや集団生活をするときに直面する困難なことは何だと想像しますか？
また、あなたはその困難をどうやって解決しようと考えていますか？

6　海外で、あなたが伝えたい東北（日本）のすばらしさは何ですか？

7　これまでに、または現在、東北復興に向けて活動していることがあれば教えてください。

8　健康状態　※持病やアレルギー（ペットも含む）、アトピー性皮膚炎、喘息等があれば記入してください。

9 ホームステイ先について　（いずれかに○をお願いします。）
　　喫煙者が居ても大丈夫ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　　・　いいえ
　　犬・猫等のペットが居ても大丈夫ですか？　　　　　　　　　　　　　はい　　・　いいえ
　　小さな子ども（赤ちゃんを含む）が居ても大丈夫ですか？　　　　　　はい　　・　いいえ

10. 知り合いでSupport Our Kids海外ホームステイプログラムに参加した人がいる場合は、教えてください。

氏名：                            　　　　参加年：　　　　　　　派遣国：                                     　　　　　　　　

＊すべて、黒のボールペンで、応募者本人が手書きで記入してください（PC原稿不可）
＊上記の質問に対してのお問い合わせにはお応えできませんのでご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年2月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社マイヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　   Support Our Kids実行委員会
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