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公益財団法人日本国際連合協会は、民間の立場から国民の皆様に国際連合に対する理解と協力を促進し、世界の平和と人類の福祉向上に寄与することを目的として、1947年

(昭和22年 )12月 17日 に設立されました。当協会では、国連の2大理念である「国際理解」と「国際協力」の普及運動の一環として、年2回全国で国際連合公用語英語検定試験 (通

称「国連英検」)を実施する他、国際連合公用語英語検定試験ジ■ニアテストの実施、国際情報誌「国連ジャーナル」の発行、国際情勢に関する講演会 シンボジウムの開催なと、

国連の活動について、よリー層の理解を深めていただけるような事業を展開しています。また、毎年秋には「国際理解・国際協力のための全国中学生作文コンテスト」と「国際理解

国際協力のための高校生の主張コンクール」中央大会を開催しており、各賞を受賞された中高生は外務省との共催事業である「奥 井ノ上記念日本青少年国連訪問団」として、

ニューヨークにある国連本部を訪れています。国連公用語 (英語 フランス語 ロシア語・中国語・スペイン語 アラビア語)の 一つ「英語」を身につけ海外の人々と対話できることは

大事な事でしよう.国 連協会海外研修を通して、国連や諸外国の文化・言語を学び、ひいては日本文化を再確認するきっかけになればと願つております。

公益財団法人 日本国際連合協会 http://www.unaiOr.jp
※当協会会長 千 玄室 (裏千家第15代家元)は外務省から日本・国連親善大使を委嘱されています。
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●1998年から実施し、全国各地から毎年400名を超える方々にご参加いただいている実績ある企画です。

●国際感覚、グローバルな視野を広げていただけるコースを選定しています。

●小学生から高校生を対象に様々な二―ズに対応した研修内容です。

●各コースとも英語研修だけでなく国際感覚、訪間国の文化を吸収いただく様々なアクティビティが充実しています。

●全コースに添乗員が同行し、滞在中の様々など相談等に迅速に対応します。

当研修企画の

ポイント
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3月 25日 (水)～3月 30日 (月 )【 6日間】ホテルステイ(4泊 )A 」4～中3 オーストラリア モートンアイランドで学ぶエコスタディー

小5～中3 アメリカ ケネディ宇宙センター見学とフロリダ英語研修 3月23日 (月 )～3月 30日 (月 )【 8日間】ホテルステイ(6泊 )

C 小5～中3 アメリカ ケネディ宇宙センター見学とフロリダ英語研修 3月24日 (火)～3月31日 (火)【 8日間】ホテルステイ(6泊 )

3月24日 (火)～3月 30日 (月 )〔 7日間】ファームステイ(3泊 )、 ホテルステイ(2泊 )D 小5～ 1コ 3 ニュージーランド ニュージーランド大自然体験とショートファームステイ

小5～中3 ニュージーランド インターミディエイト現地学校生活体験 3月26日 (木)～4月 4日 (土 )【 10日間】ホームステイ(7泊 )、 ホテルステイ(1泊 )

」ヽ5～ E口3 オーストラリア オーストラリア大自然体験とショートホームステイ 3月24日 (火)～3月 31日 (火)【 8日間】ホテルステイ(2泊 )、 ホームステイ(4泊 )

G 小5へ 中́3 オーストラリア ゴールドコースト現地学校生活体験 3月25日 (水)～4月 3日 (金)【 10日間】ホームステイ(8泊 )

H 中1～高3 オーストラリア クイーンズランド州現地学校生活体験 A 3月20日 (金)～3月 29日 (日 )【 10日間】ホームステイ(8泊 )

ホームステイ(8泊 )中1～高3 オーストラリア クイーンズランド州現地学校生活体験 B 3月27日 (金)～4月 5日 (日 )【 10日間】

中1～高3 オーストラリア ビクトリア州現地学校生活体験 3月 20日 (金)～3月 29日 (日 )【 10日間l ホームステイ(7泊 )、 ホテルステイ(1泊 )

K 中1～高3 ニュージーランド ロトルア現地学校生活体験 3月22日 (日)～3月 31日 (大 )【 10日間】ホームステイ(7泊 )、 ホテルステイ(1泊 )

中1～ 17歳 イギリス ホームステイ(8泊 )ケンブリッジ郊外で学ぶホームステイと英語研修 3月21日 (土)～3月 30日 (月 )【 10日間】

M 中1～ 17歳 イギリス オックスフォード・パブリックスクールで学ぶ英語研修 3月27日 (金)～4月 4日 (土 )【 9日間】ホテルステイ(2泊 )、 学生寮 (5泊 )

N 中2～高3 カナダ オンタリオ州現地学校生活体験 A 3月 21日 (土)～3月 31日 (火 )【 11日間】ホームステイ(9泊 )

○ 中2～高3 カナダ ホームステイ(9泊 )オンタリオ州現地学校生活体験 B 3月 24日 (火)～4月 3日 (金 )【 11日 間】

高1～高3 カナダ バンクーバー少人数制英語研修とホームステイ 3月 25日 (水 )～4月 3日 (金 )【 10日間l ホームステイ(8泊 )

コ ー

※上記日程は変更となる可能性があります。詳しくはホームページまで http://www.nittsu― ryoko.co」 p/kokuren 日通旅行 国連協会海外研修 ‐||11は激

前橋会場 甲府会場

【日時】12月 1日 (日)10100～ 11:30
【会場】前橋テルサ 第3会議室

【住所】群馬県前橋市千代田町2‐ 5… 1

※JR「前橋駅」北国から徒歩約20分

【同時】12月 7日 (土:)15100～ 16:30
【会場】栃木県青年会館 (コ ンセ…レ)研修室

【住所】栃木県宇都宮市駒生1-1-6
※JR「宇都宮駅」からバス東中丸バス停下車

【日時】11月 30日 (」L)10:00～ 11130
【会場】かいてらす 大会議室

【住所】山梨県甲府市東光寺3-13-25
※JR中央線「酒折駅」から徒歩約15分
※JR身延線「善光寺駅」から徒歩約15分

【同時】12月 1日 (日)16:30～18:00
【会場】駅南貸会議室KENTO(プラ…力3内)Room B
I住所】新潟市中央区天神1-lPLAKA3

※JR「新潟駅」南口から徒歩約3分

※この海外研修にお申込みいただく場合は、資料請求いただき、バンフレット及び旅行条件をご確認の上お申込みください。

※旅行申込開始は12月 11日 (水)からです。コースによつては早めに満員となる場合があります。

宇都宮会場 新潟会場

日通旅行株式会社 団体営業部 営業第一課「国連協会海外研修デスク」
〒100-0004東 京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1階  営業時間|[月 ～金]9100～ 18:OO(土・日・祝日・12/28～ 1/5休業)

TEL:03-6256-0170 FAX103-6212-1521 担当:黒木・市川・三浦

説明会のご予約、研修内容や費用等の詳しい資料のお問い合わせ先
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