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日本語教師アシスタント
教師アシスタント 募集要項
NPO 法人 神戸日豪協会
神戸日豪協会は日本とオーストラリアの草の根民間交流をはかる特定非営利活動法人です。
1972 年（昭和 47 年）、元兵庫県知事阪本勝氏（故人）を会長として設立されました。日豪間の相互理解を深
め、二国間の真の友情を育てるために活動しています。これまでに 6000 人以上の人たちが当協会を通じて
日豪に架けられた友好の橋を渡りました。私どもの活動はすべて、協会の趣旨に賛同された会員の皆様の会
費及び寄付金により運営されています。
この海外インターンシッププログラムは、当協会の活動の中でも主軸となるプログラムで、20 歳以上 29
歳未満の若者をオーストラリア各地にある小・中・高校へ日本語教師アシスタントとして１年間派遣し、ボランテ
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います。このプログラムの歴史は古く、1974 年に初めての日本語教師アシスタントを Geelong Grammar
School Timbertop Campus（ビクトリア州マンスフィールド）へ派遣したのを皮切りに延べ約 150 名の日本語教
師アシスタントを派遣してまいりました。帰国後は、オーストラリアにおける体験を一個人のものとして終わら
せないために、神戸日豪協会の活動に参加し、日豪の友好交流に貢献することが求められます。
募集について
募集について
派遣期間
2018 年 1 月下旬～12 月中旬（予定）オーストラリアでは 1 月末が一学期のはじまりです。
主な派遣校
派遣校 （各校 1 名派遣 計 12 名予定）
クインズランド州

ビクトリア州

ケアンズ

Peace Lutheran College

ケアンズ

Freshwater Christian college

タウンズビル

Cathedral School of St Anne & St James

ジンブーンバ

Hills International College

ジーロン

Geelong Grammar School Corio Campus

マンスフィールド Geelong Grammar School Timbertop Campus
バララット

Loreto College（女子校）

バララット

Ｂａｌｌｒａｔ High School

バララット

St.Alipius School

トルガニナ

Ｗｅｓｔｂｏｕｒｎｅ Ｇｒａｍｍａｒ Ｓｃｈｏｏｌ

西オーストラリア州

パース

Christ Church Grammar School（男子校）

南オーストラリア州

ポートリンカーン Navigator College

オーストラリアの受
オーストラリアの受け入れ校が負担するもの
負担するもの
①

滞在費（住居・食事）
＊学校により、滞在の形態（寮、ホームスティなど）は異なる。

自己負担となるもの
己負担となるもの
①

日本とオーストラリア間の往復航空運賃（約 14 万円程）

②

海外旅行保険（任意）

③

テンポラリーアクティビティビザ（Subclass408）取得申請費 （約 2 万 5 千円）

④

オーストラリア国内での健康保険料（月額約 1 万円～渡航後に毎月カード払い）

⑤

事務手続き所経費（神戸日豪協会への寄付金）（30 万円）
＊事務手続き諸経費を寄付金扱いとしてお願いしております。

派遣決定者の
派遣決定者の義務
①

神戸日豪協会の会員になり、日豪交流に寄与すること
（帰国後、関西以外に居住しても活動に協力する）

その他
その他

②

月例会、オリエンテーションに参加すること

③

派遣中、月１回、派遣生活の報告を行うこと

④

帰国後の報告会に出席し、一年間を総括した帰国レポートを提出すること

⑤

帰国後可能な限り青年部の活動に参加し、後進の育成に寄与すること

帰国後の学年を決定される際には在籍大学とよくご相談ください。

選考について
選考について
選考方法

①書類審査

募集人数

12 名

②面接（英語・日本語）

応募資格
①

大学生以上（或いはそれと同等の方）20 歳以上 29 歳未満

②

京阪神地区在住が望ましい（研修、活動に参加できることが条件）

③

健康で明朗、活発。野外活動をこなせる体力の持ち主

①

人間性（人格など、国際社会の中で信頼され尊敬される日本人としての資質）

②

日本語教師アシスタントとしての姿勢（積極性、自主性、目的意識など）

③

語学力（英語検定準 1 級以上、または TOEIC 700 以上が望ましい）

選考基準
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提出書類には
提出書類には所定
には所定の
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書式があります。
があります。応募者は
応募者は協会アドレスにメールにてご
協会アドレスにメールにてご連絡
アドレスにメールにてご連絡ください
連絡ください。
ください。
折り返し、Word 形式のフォーマットをメール
形式のフォーマットをメール添付
のフォーマットをメール添付にてお
添付にてお送
にてお送りします。
りします。
① 履歴書和文、英文各 1 通（写真添付要）
② 志望理由書（Ａ４に 3000～4000 字程度横書き）
③ 英文の自己紹介文（A4 1 枚程度）
④ 神戸日豪協会入会申込書
⑤ 願書
⑥ 2017 年度分年会費（学生会員 5000 円、一般会員 8000 円）持参、またはお振込下さい
銀行振込

三井住友銀行 神戸営業部 普通預金 口座番号 1276351

郵便振替

口座番号 01130-6-58944 加入者名 神戸日豪協会

提出前に
提出前に必ず事務所へ
事務所へ詳細を
詳細を聞きにお越
きにお越しください。（
しください。（要予約
。（要予約 078078-252252-0576）
0576）
書類提出締切 2017
2017 年 8 月 31 日（木）
面接予定日

2017
2017 年 9 月 10 日（日）予定 場所：
場所：神戸市勤労会館 予定（
予定（神戸市中央区）
神戸市中央区）
＊日時場所は変更する可能性があります

問合せ
問合せ先

神戸日豪協会事務局
〒651651-0084 神戸市中央区磯辺通 4-2-6 KIMM ビル 7 階（担当 穂谷）
穂谷）
TEL 078078-252252-0576（
0576（平日 1010-15 時） 専用アドレス
専用アドレス kobejapanas@gmail.com

