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プログラムの特徴
特徴
・イギリスの学校や市民団体が招待
・学校や地域で日本文化を紹介
・日本各地から集まった参加者が、チームで活動
・春、夏休みの 2－3 週間（英語研修付）
・
「海外が初めて」の方から「留学経験者まで」参加

コミュニティインターンとは

イギリスの教育現場を体験

・日本各地から集まった参加者が、英国の学校や地

・小学校で活動していますが、中学・高校を訪ねる

域で日本文化を紹介する、インターンシップです。
・春と夏の年 2 回実施している、2－3 週間の英語
研修付プログラムです。

こともあります。
・大小、複数の学校で活動することで、訪問国の教
育や文化を深く理解することができます。

英国各地で実施

生きた英語に触れる、実践的に学ぶ

・2010 年に北イングランドで開始。それ以降、南

・現地で出会い交流する人の数は 100 名以上。

東部ケント州を中心に、2015 年ロンドン、2018
年サウサンプトンと、活動の場を広げています。

・豊富な出会いと交流の機会があるので、
「生きた」
英語を実践的に学ぶのに最適です。

「参加してよかった」と高い評価

チームで活動。就活にも有効

・2010 年に開始されたプログラムで、大学生を中

・集まった参加者が、各自の「できる」を 持ちよ

心に、社会人やシニア等、170 名以上が参加され

り、一人ではできない活動を作り上げていくプロ

ています。

グラムです。

・参加者の 95％から「参加して良かった」と、高く
評価されています。（2017 年 10 月現在）

・こうした活動は、チーム活動を重視する企業での
就職 に有利と、先輩インターンが語っています

日本文化を伝え、その魅力を再発見

充実した研修。海外初でも安心

・日本人にはありふれた日本文化も、海外では新鮮

・国内での事前研修に加え、イギリスの語学学校

で、人気があります。
・参加をきっかけに、インターン自身が日本の文
化・魅力を再発見することができます。

と連携し、1 週間の現地研修を実施していま
す。
・実践的な研修内容のため、「海外が初めて」
「人
に教えたことがない」方も、数多く活躍されて
います。

活動の様子

空港到着

学校訪問開始

かるた

ホームステイ先到着

折紙

授業見学

英語研修開始
(模擬授業）

書道

食堂でランチ

プログラム内容
プログラム名

滞在方法

・コミュニティインターン

・語学学校手配のホームステイ（1 日 2 食付）

対象

提携語学学校

・18 歳以上の学生や社会人

・Churchill House School （ケント州）

・海外初心者から留学経験者まで

・Milner School of English（ロンドン）

・参加者同士、協力して活動できる方

・Lewis School of English（サウサンプトン）

（英語や教員の資格など不要）

実施国・地域
・英国ケント州、ロンドン、サウサンプトン等

活動先
・主に小学校（中高一貫校で活動することあり）

時期・期間

サポート
・航空券の購入を始め、渡航準備を支援
・現地では、日本人コーディネーターが同行
・折紙やかるた等、教材を事務局で準備

現地スケジュール（例）
■第 1 週：語学学校で（月～金）
午前

午後

・春期：2－3 月、夏期：9 月

月

英語研修＋模擬（折紙）

ガイダンス

・2 週間・3 週間から選択

火

英語研修＋模擬（かるた）

模擬授業練習

水

英語研修＋模擬（創作かるた）

教材作成

木

英語研修＋模擬（書道）

金

英語研修＋模擬（自由）

活動内容
第1週
・午前 現地研修（英語＋模擬授業研修）

最終確認

■第 2 週：小学校で（月～金）

・午後 ガイダンス・授業準備・教材作成

月

折紙（2 年）

かるた（4 年）

第 2・3 週

火

折紙（3 年）

書道（5 年）

・3～5 名でチームを組み、活動

水

授業見学

①日本文化紹介

木

創作かるた①（6 年）

創作かるた②（6 年）

・折紙、書道、かるた、その他

金

準備

創作かるた③（6 年）

②

2 週間参加者帰国

創作かるた活動

・オリジナルかるたの制作・かるた大会・表彰

■第 3 週：語学学校で（月・金）、小学校で（火・水・木）
月

新チーム発表・打ち合わせ・教材作成

火

創作かるた①（6 年）

創作かるた②（6 年）

水

準備

創作かるた③（6 年）

・在宅研修（英国での映像を活用）

木

折紙（4 年）

書道（5 年）

・スカイプ研修（分担を決めチーム活動開始）

金

振り返り

解散

③授業見学（希望者）

事前研修

良くある質問 Q&A
応募にあたって
Q:

海外は初めて。人に教えた経験がありません。

A:

そのような方もたくさん参加し、活躍されてい
ます。充実した研修制度に加え、チームでお互い
に助け合えるので、安心です。

Q: 外国語に自信がないのですが？
A:

事前研修や現地での英語研修にしっかり取り組
んで準備してください。

Q: どんな人が参加しているのですか？
A: 大半が大学生です。社会人の方は数が少ないです
が、20 代から 50 代までが参加されています。

渡航準備について
Q:
A:

出発前の事前研修はありますか？
在宅研修と Skype による研修を実施しています。

Q: 教材は自分で用意するのですか ？
A:
折紙や書道道具、かるたの教材は事務局で用意
し、文具類は学校にあるものを使用します。着物
や浴衣は現地の方に喜ばれ、場を盛り上げるの
で、可能な方はぜひご用意ください。それ以外に
ついては、無理のない範囲で準備・活動できるよ
う、アドバイスをしています。
Q: 航空券はどうやって手配するのですか？
A: 航空券の購入自体は参加者に手配していただき
ますが、事務局では候補となる便の情報を提供し、
スムーズに手配できるよう支援しています。
Q: 空港での出迎えはありますか ？
A：希望者を対象に、空港とホームステイ先まで移動
する車を、語学学校を通じて、手配しています。

プログラムについて
Q: 語学学校での研修について教えてください。
A: 第 1 週目の午前中、英語講師による研修を実施し
ます。英語のレッスンと模擬授業研修から成る、
コミュニティインターン専用の特別カリキュラ
ムです。英語教師は皆さんが学校で教える「折紙」
「書道」
「かるた」の内容を全て理解した上で、そ

の紹介の際に必要な英語表現や発音等を指導し
ます。
Q: 模擬授業研修とは、どんなことをするのですか？
A: 各チームのインターンが、他のチームを生徒役と
して、
「折紙」
「書道」
「かるた」の授業を実際に行
います。その後、英語教師から英語表現やプレゼ
ンのコツなどの指導を受ける研修です。
Q：参加者全員は同じ学校で活動するのですか？
A: はい。3～5 名でチームを組み、異なるクラスで活
動します。
Q: 現地でのサポート態勢を教えて下さい。
A: フロムジャパンの担当者（日本人）が同行し、活
動や生活上のアドバイス・支援をします。ホーム
ステイや課外活動については、語学学校のスタッ
フが他の留学生同様、サポートします。

海外生活について
Q: 週末の予定はどうなっていますか？
A: 原則として、自由行動です。各自で自由に計画・
行動してください。多くのインターンがロンドン
に出かけていますが、近隣をゆっくり回ったり、
逆にオックスフォード等、少し遠出したりする方
もおられます。
Q: 現地のネット環境を教えてください。
A: 語学学校や滞在家庭で Wi-Fi が利用できますが、
小学校や屋外では利用できません。
・常時ネットにつながった環境を確保するため、WiFi ルータをレンタルして持参する方もおられます。
・SIM フリーの携帯をお持ちの場合、現地の SIM を購
入して、ネットや電話を利用する方法もあります。
Q：活動終了後に旅行して帰ることはできますか。
A：可能です。毎回数名の方が英国内やヨーロッパを
観光して帰国されています。

応募から出発まで
コミュニティインターン

申込書
提出

•ホームページから「参加申込フォーム」に記入してください。
•顔写真を添付し、送信してください。（携帯で撮影した、普段着の写真で結構です。）

•申込書受け取り後、受付の可否を決定します。
•「参加申込受付通知」をお送りします。

申込受付

申込金振込

渡航準備

参加費

•「参加申込受付通知」受領後、申込金50,000円(税込）を指定口座にお振込みください。
• 申込書と振り込みで「申込完了」です。

•参加者サイトからフォームの送信、航空券・海外旅行傷害保険など、ご準備下さい。
•パスポートをお持ちでない方は、早めに申請・取得してください。

•請求書に基づき、期日までにお振込みください。
•参加費用に加え、ホームステイ代なども同時に請求します。

振込

•在宅課題をご案内します。

活動準備

•チーム毎に、スカイプ研修を実施します。（1時間、1回）

Skype

•その際、役割分担を決め、チーム活動開始です。

研修

•出発の1～2週間前に、ホームステイ先等、最終案内をします。

出発前

ご案内

コミュニティ・インターン

「プログラム参加確認事項」
プログラムの趣旨

施施を中止する場合があります。その際は、入金された

・このプログラムは、他の国々からの参加者との合同企画

当該必要費用を返金します。

ではなく、日本人の方を対象としています。参加者が同
出発までの準備や諸手続き

一地域に滞在し、お互いに協力・支えあいながら、地元
の学校や地域で日本を伝える活動に取り組むこと、そし

参加条件

てそれを通じ現地の人々と交流し、現地の言葉や文化・

・申込金、プログラム参加費を所定の期日までに支払う

社会制度を学び、日本理解を促進する企画です。

・所定の海外傷害保険の手配・申込が必須です。

・日本の社会や家庭に独自の習慣や考え方があるように、
プログラムで滞在する国にもその風土に根ざした価値

申込内容の変更について

観や習慣があります。自分の物差しだけでそれらを判断

・出発時期など、お申込内容の変更はお受けできません。

するのではなく、相手国の生活や文化、習慣を尊重し身

・お申込後の変更は、参加を取り消したものとみなし取消

近に体験することで、相互の国際理解を深めるのもプロ

料が適用されます。

グラムの目的の一つです。
参加申込の取消について
フロムジャパンの役割と責任

・申込後の参加取り消しには下記の取消料が発生します。

・フロムジャパン（以下「当団体」とする）は、プログラ

・取り消しは口頭ではなく、E メールかファックスなど文

ムの企画や現地諸機関、コーディネーターとの協議・連

書にてお知らせ下さい。受付日は事務局の受信日としま

絡・調整を担当します。現地でのプログラム運営は、フ

す。

ロムジャパン担当者か現地コーディネーターにより行
われます。
・当団体は、その他参加者の募集・渡航準備の案内、航空
券手配の支援などを行います。

応募の手続き
応募資格について
・募集要項に明記されている条件を満たす方
・プログラムの趣旨、内容を十分に理解している方
・犯罪歴の無い方

取消日

取消料

開始日の 46 日前から申込日

申込金を充当

開始日の 31 日前から 45 日前

参加費の 30％

出発日の 15 日前から 30 日前

参加費の 50％

出発日前日から 14 日前

参加費の 70％

出発日当日、当日以降

参加費の 100％

・参加取消時に、その他取消料（航空券や宿泊など）が発
生していた場合は、参加取消料に加えて支払うことにな
ることにご注意ください。
・ ただし参加申込書提出時期が、開始日 46 日前以降の場
合、上記と異なる取消規定をご案内する場合があります。

応募について
・必要事項を全て記入した「参加申込書」及び申込金の受
領もって参加申込完了とします。
・参加費用は「募集要項」に明記されており、請求書に従
ってお支払いください。振込手数料はご負担ください。
・何らかの付加サービスを利用される場合の費用があれば
合わせて請求いたします。
・応募・参加を受け付けない場合
当団体は、以下の理由により申込みや参加を受け付けな

渡航準備手続き
参加者は当団体からの案内に従い、各自の責任で準備・手
配してください。
・旅券（パスポート）
・航空券
・海外旅行傷害保険証
・指定書類の事務局への提出
・その他

い場合があります。
- 応募資格を満たさないと当団体が判断した場合
- 既往症または心身の健康状態が参加に不適切と当団
体が判断した場合
- 参加目的が不適切であると当団体が判断した場合
- その他、当団体が不適切と判断した場合
・参加希望のコースが最少実施人数に達しない場合は、実

プログラム全般に関する確認事項
プログラム参加中のルール
・プログラムは現地滞在先到着から、滞在先を出発するま
でです。
・現地での活動に真剣に取り組み、プログラムに積極的に
参加することを通じて、現地関係者にとってプログラム

が有意義なものとなるよう努力を尽くしてください。
・個人的な理由でプログラムに途中参加することや、途中
で離脱し単独行動することは認められません。

により変更となる場合があります。
・参加者同士同じ場所で活動する場合と、単独ないしペア
で活動する場合など多様な状況が想定され、現地の事情

・指定されたレポートを期日までに提出してください。

や参加者の状況などを総合的に考慮して決定されます。

・現地到着後は日本のご家族が心配されない様、連絡して

語学留学のように一つの場所（学校）で学ぶのではなく

ください。

現地の各組織の協力にもとづいて複数の場所で活動す

・日本のご家族が参加者に連絡を取る際、参加者の携帯電

るため、現地の事情により予定が変わることがあること

話や滞在先に直接連絡をお取りください。

をご理解ください。そのような状況の変化に合わせて、

・貴重品などの所持品は各自で管理してください。

自分たちで内容を作り上げていく姿勢がこのプログラ

・活動終了後の行動（現地に滞在する場合含む）各自の責

ムには必要です。

任で行ってください。
活動内容（プロジェクト）
プログラム中の問題対応について
・プログラム中に問題が生じた場合は、現地コーディネー
ターや現地受入機関・受入家庭と相談してください。習

・活動内容は折紙や書道等の基本的活動を始め、多様な企
画があります。但し、実施地や参加者により内容は変わ
ります

慣や考え方の異なる国では、日本の常識ないし参加者が

・各活動は、期待通りいくことばかりではありません。当

考える常識だけで主張をしても理解されないこと、誤解

団体は活動のスムーズかつ成功裏な遂行を支援できま

を招くことがあります。まず現地関係者のアドバイスを

すが、
「成功」を保証するものではありません。充実した

尊重してみてください。

活動に向けて最大限取り組む過程は貴重な学びの機会

・問題が発生した場合、状況把握を的確に行うため、当事
者に限定して協議します。代理人（例えばご家族）は認
められません。

である事をご理解ください。
・活動によっては一回の派遣では終了しないプロジェクト
があり、活動の一部しか関われないことがあります。

・現地で感じた問題や懸念は現地活動中に必ず、現地担当
者ないし事務局に伝えてください。帰国後では事態の把
握ができないため、事務局は対応できません。

その他
ホームステイ
・ホストファミリーは通常、出発の 1 週間前までに決定し

プログラム参加中止

ていますが、まれに出発直前に決定したり、一度決定さ

・参加者が現地の法令を守らない場合、プログラムの趣旨

れた滞在先が、出発直前や到着後に変更となる場合があ

やこの文書に明記された事項に著しく反しプログラム

ります。

の円滑な運営を妨げると判断された場合や、他のプログ

・受入先の家族構成は様々で、子供がいる家庭、リタイア

ラム参加者に迷惑を及ぼす行為があった場合、プログラ

された方の家庭、単身でお住まいの家庭などいろいろ

ムの参加・継続をお断りする場合があります。

です。家族構成や年齢、人種、職業によりホームステイ

・いずれの場合にも、諸費用の払い戻しはありません。

先を変更することはできません。
・ペットを飼っている家庭が多くなっています。動物アレ

免責事項
以下のような当団体の責によらない事由により、参加者が
プログラムの開始または継続ができない場合には、当団体

ルギーのある方は、ご相談ください。
・現地の事情により、複数の家庭に滞在することもありま
す。

はその責任を負いません。また、これらに伴う損害に対し
ても責任は負いません。

コース期間及び、参加費用について

・参加者がパスポートや航空券を取得できなかった場合。

・航空機の予約状況により、所定の期日に渡航・帰国でき

・査証取得および入国・滞在許可がおりなかった場合。

ないケースがあります。そのため、現地滞在日数が所定

・天災地変、戦争、暴動、運送機関などの旅行サービスの

の期日より短くなったり、長くなったりすることがあり

停止、官公署の命令、その他事由が生じた場合、ストラ
イキ、偶発事故、その他不可抗力による場合。
・既往症または心身の健康状態、病気・ケガ等の事由によ
り、適切な活動ができないと判断された場合。

ますが、参加費用は所定の費用が適用されます。
・現地滞在日数は以下のように計算するのを目安としてい
ます。
2 週間コース（10 日から 16 日）
3 週間コース（17 日から 22 日）

プログラムの内容など
・プログラムのスケジュールや内容は、現地の諸事情など

以上
（2012 年 10 月 1 日改訂）

