平成 18 年度 湘南国際村青少年国際セミナー

Kanagawa Program of International Training (K-PIT)

世界の入口に立とう
8 月 20 日（日）～22 日（火）

期

間：

場

所：湘南国際村センター

定

員：40 名（県内在住、在学、在勤の高校生世代）

費

用：10,000 円（宿泊費、食費等を含む）

（財）かながわ学術研究交流財団（K-FACE）では、県内の高校生世代を対象に湘南国際
村青少年国際セミナー「世界の入口に立とう」を開催いたします。国際的なことに関心を持ち、
世界のフィールドに羽ばたこうとする皆さんに、いま知って欲しいこと、考えて欲しいことを紹
介するセミナーです。学校の枠をこえて志の高い仲間と一緒に学び、語り合う、そんな 2 泊 3
日を過ごしませんか。
国際的なことについて知らなくても、国際交流の経験がなくても OK。必要なのは、好奇心と
目的意識、そして「応募しよう！」というほんの少しの勇気です。
この夏、湘南国際村で「世界」への第一歩を踏み出そう！
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【お問い合せ】
（財）かながわ学術研究交流財団 担当：安藤
電話：046-855-1822
FAX：046-858-1210
メール：k-pit@k-face.org
住所：〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-39 湘南国際村センター内
ホームページ：http://k-face.org/

西 あい

【セミナープログラム】
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好 奇心を 存分に 発揮
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平山 恵（明治学院大学助教授）

３日目：8 月 22 日（火）
野口 和彦
（東海大学助教授）
湘南国際村で、戦争と平
和 の問 題を 一緒に 考 え
ていきましょう！

７:30
９:00
11:30
12:00
13:30

朝食
グループ発表
講評・修了証書授与式
昼食会
解散

みんなが変われば日
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平成 18 年度 湘南国際村青少年国際セミナー（K-PIT）
「世界の入口に立とう」
【募集要項】
開 催 日

平成 18 年 8 月 20 日（日）～22 日（火）〔2 泊 3 日〕

会

湘南国際村センター（神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-39）
会場 URL：http://www.shonan-village.co.jp/

場

応募資格

神奈川県内の高等学校などに在学しているか、昭和 63 年 4 月 2 日から平成 3 年 4 月 1 日まで
に生まれた神奈川県内在住・在勤・在学の方

募集人数

一般公募による 40 名

参加費用

10,000 円（食費、宿泊費等を含みます）

応募方法

このページを切り取るか「参加申込書」をコピーして、ペンまたは濃い色の鉛筆で必要事項をご
記入の上、下記の宛先まで FAX または郵送にてお送りください。記入漏れ等、書類に不備があ
る場合は選考の対象となりませんのでご注意ください。
なお、募集要項と参加申込書は K-FACE のホームページからもダウンロードできます。
〔 FAX 番号 〕：046-858-1210 「K-PIT 係」
〔郵送先住所〕：〒240-0198
神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-39 湘南国際村センター内
かながわ学術研究交流財団 「K-PIT 係」

募集期間

平成 18 年 7 月 1 日(土)から 7 月 31 日(月)まで《必着》

選

考

〔選考基準〕
これまでの活動経験や知識量ではなく、「セミナーで○○を学びたい」という強い意志と目的
意識を基準にします。なお、定員に達しない場合でも、選考基準に満たない方は参加をお
断りすることがあります。
〔選考方法〕
「このセミナーで学びたいこと」の文章に基づき、セミナー講師らが選考を行い参加者を決定
します。8 月 11 日までに選考結果をメール、電話、FAX 等でご連絡の上、参加決定者には
手続きに必要な書類を連絡先住所にご郵送いたします。

宿

泊

同性での相部屋（2 人～3 人）となります。

ご 見 学

参加者の保護者様、学校関係者様でセミナーのご見学を希望される方は、財団までご相談くだ
さい。

過去資料

過去のセミナー報告書や参加者感想文（一部）、参加者の出身学校や学年等のデータを財団ホ
ームページ上で確認することができます。
【お問い合せ】
（財）かながわ学術研究交流財団 担当：安藤
電話：046-855-1822
FAX：046-858-1210
メール：k-pit@k-face.org
住所：〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-39 湘南国際村センター内
ホームページ：http://k-face.org/

平成 18 年度 湘南国際村青少年国際セミナー（K-PIT）

参

加

申 込 書

申込書送付先：〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-39 湘南国際村センター内
かながわ学術研究交流財団 「K-PIT 係」
FAX 番号：046-858-1210
＊ご記入いただきました個人情報は、本セミナーに関するご連絡に利用いたします。当該個人情報は当財団のみが取り扱い、第三者には一切
提供しません。

募集要項を承諾の上、青少年国際セミナーへの参加を申し込みます。
ふりがな
氏

名

生年月日

保護者名
姓

１９

名

年

月

（自筆）
日（年齢

歳）

性別

男

女

住所：〒

連絡先

電話番号（必須）
：

FAX 番号（任意）
：

メールアドレス（任意）
：
※パソコンのメールアドレスをご記入いただいた方には、K-FACE のセミナーをお知らせするメールニュー
スをお送りします。

所属団体

学校名 or 所属団体名（社会人はその旨記入してください）

（学校）

学

年：

このセミナーで学びたいこと（濃い字ではっきり書いてください）

平成 16 年度 K-PIT 参加（
主催者使用欄

はい

いいえ

） 平成 17 年度 K-PIT 参加（

整理番号：

はい

いいえ

）

