
 

 

このたび，文部科学省主催「日独勤労青年交流事業」でドイツから１８歳から３０歳までの勤労

青年及び職業訓練生(学生)２２名を国立山口徳地青少年自然の家にお迎えすることとなりました。

この滞在中，11 月 23 日（金）から 11 月 25 日（日）２泊３日の日程のホームステイを行うた

め，食事や宿泊，滞在，送迎などをしていただけるホストファミリーを募集いたします。 

 なお，ホームステイの受け入れをご検討いただくにあたって，ご不明な点やご不安等がございま

したら，国立山口徳地青少年自然の家までお問い合わせください。 

 

【概  要】 

「平成３０年度日独勤労青年交流」事業 

主催 日  本：文部科学省（実施;国立青少年教育振興機構，国立山口徳地青少年自然の家）   

ドイツ：家庭・高齢者・女性・青少年省（実施;ベルリン日独センター） 

【参加者】 

18 歳～30 歳までのドイツの勤労青年または職業訓練生(学生) ２２名 

【受入・募集家庭】 

    1 家庭につき青年１名の受入れ，計２２家庭を募集 

【受入期間】 

    平成 30 年 11 月 23 日（金）18 時 ～ 11 月 25 日（日）17 時 (2 泊 3 日) 

・11/23（金）迎え・夕食・宿泊 ・11/24（土）朝食・昼食・夕食と滞在・宿泊 

  ・11/25（日）朝食・昼食・送り 

(11/25(日)17 時からお別れ会を予定しています。ホストファミリーの皆様はご招待いたします。) 

※謝金（食費・移動費等）として 6,700 円をお渡しします。 

【受入要件等】 

        別紙「平成３０年度日独勤労青年交流事業参加青年のホストファミリー募集について」に 

記載していますので，申込み前にご一読いただきますようお願いします。 

【事前説明会】 

日時： 平成 30 年 11 月 4 日（日）13 時 30 分～14 時 30 分（約 1 時間程度） 

    会場： 国立山口徳地青少年自然の家 (山口市徳地船路 668) 

【申込み】 

    10 月 26 日（金）までに，別紙申込書(裏面)を郵送，FAX，電子メールのいずれかの方法 

で下記申込み先へお申込みください。応募多数の場合は，事務局で選考の上，受入家庭を決 

定します。(10 月 30 日(火)までに，結果を郵送にて通知します。) 

【申込み及び問い合わせ先】 
地方プログラム実施事務局 国立山口徳地青少年自然の家  

〒747-0342 山口県山口市徳地船路 668 

      担当：黒田・中村 

電話：０８３５－５６－０１１２ ・FAX：０８３５－５６－０１３０ 

E-mail：tokuji-suishin@niye.go.jp    

 

山口プログラム実施事務局；国立青少年教育振興機構 国立山口徳地青少年自然の家 

文部科学省主催「平成３０年度日独勤労青年交流」事業 
ドイツ青年団訪問 ホストファミリーを募集します!! 
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国立山口徳地青少年自然の家 行 

ふりがな

申込み者氏名

住　　　所

〒

FAX：　(　　　　　　　)　　　　　-
連絡先等

E-mail：

電話：　(　　　　　　　)　　　　　-

携帯：　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　

申込者
本人

英会話
レベル
(※1)

お別れ会
出欠
(※2)

ふりがな

家族氏名
続柄 年齢 性別

「平成３０年度日独勤労青年交流」事業ドイツ青年団訪問・ ホストファミリー申込書

受入可能人数
　□１人　　　　　□２人
　※原則１人ですが，２人お願いする場合もあります。

受入青年の性別
　□どちらでもよい　　　□男性　　　　□女性
(理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　□いる　　　　　□いない
(動物名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□室内　□室外　)

ご家族で喫煙者の方がいらっしゃるか 　□いる　　　　　□いない

ホストファミリー経験
　□ある　　　　　□ない
　(回数：　　　　　回，受入れ国：　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

〇　個人情報の保護について
　ご記入いただきました内容については，ホームステイにかかる手続きのためのみ使用いたします。

※1：　英会話レベル　　A：十分できる　B：日常会話程度　C：単語を並べる程度　D：全くできない
※2：　お別れ会　　ご家族をご招待いたします。ご無理のない範囲でお願いいたします。

職業
(学校・学年)

お別れパーティの参加

　□参加　　　　　□不参加
　(人数：　　　　　人 )
　　参加される方で 食物アレルギーがある場合にはご記入ください。

事前説明会の参加
　□参加　　　　　□不参加
　(人数：　　　　　人　)

その他通信欄

飼っている動物



(別紙) 

「平成３０年度日独勤労青年交流事業参加青年のホストファミリー募集について」 

 

１．事業趣旨 

文部科学省が主催する青年国際交流事業で，日独の勤労青年及び職業訓練生(学生)を対象とし，

就業体験等の研修を通して日本とドイツの勤労青年の交流を推進することで、高い国際感覚を備

えた青年を育成する。 

実際の運営は，独立行政法人国立青少年教育振興機構が担当する。山口県で行う地方プログラ

ムは，国立山口徳地青少年自然の家が受入れを行う。 

 

２．実施関係機関 

（１）主催 

日 本：文部科学省 

ドイツ：家庭・高齢者・女性・青少年省 

（２）実施 

日 本：独立行政法人国立青少年教育振興機構 (地方プログラム：国立山口徳地青少年自然の家) 

ドイツ：ベルリン日独センター 

 

３．実施期間・場所 

（１）ドイツ団受入  平成３０年１１月１４日（水）～  １１月２７日（火） １３泊１４日 

            東京プログラムは、国立オリンピック記念青少年総合センターで実施。 

            地方プログラムは、国立山口徳地青少年自然の家で実施。 

           ※ホームステイの受け入れ期間 

11 月 23 日（金）18 時～11 月 25 日（日）17 時 (2 泊 3 日) 

 

（２）日本団派遣 

    派 遣   平成３０年 ７月３１日（火）～  ８月１４日（火） １４泊１５日 

合宿セミナー   平成３０年１１月１７日（土）～  １１月１８日（日）  １泊 ２日        

 

４．参加者 

（１）ドイツ団受入 ※ベルリン日独センターの選考 

  １８歳以上３０歳以下の勤労青年及び職業訓練生(学生) ２２名、引率者１名 合計２３名 

 ※「ドイツ家庭・高齢者・女性・青少年省」「ベルリン日独センター」の選考を受けて来日  

（２）日本団派遣 

  １８歳以上３５歳以下の社会人及び専門学校の生徒１５名、引率者２名 合計１７名 

   ※ 文部科学省の選考・派遣 

 

 

 



５．ドイツ団全日程(予定)  

 

 

日付 場所 時間 プログラム 宿泊

1 11月14日 東京 13:05 羽田空港到着(13:05着 LH716便)

（水） 16:30 オリエンテーション　

2 11月15日 東京
10：30
-11：45

青少年教育振興機構　概要説明（予定）

（木） 歓迎昼食会

14：00
-17：00

午後 講義：「日本の労働社会の仕組み」

　　講師　政策研究大学院大学教授　黒澤  昌子 氏（予定）

3 11月16日 東京
9：30

-16：30
【技能の継承】（予定）

（金） （案の１）歌舞伎座訪問（若手職人等との意見交換）（中央区銀座）

（案の２）新国立劇場訪問（舞台見学後、若手スタッフとの意見交換）（渋谷区）　

（案の３）キッザニア東京訪問（子供たちの体験を見学後、若手スタッフとの意見交換）（江東区豊洲）　

4 11月17日 東京 午前 自主研修

（土） 午後 合宿セミナー（日本団との意見交換）

5 11月18日 東京 午前 合宿セミナー（意見交換）

（日） 午後 合宿セミナー（全体発表）

6 11月19日 東京 終日 自主研修

（月）

7 11月20日 東京 【行政・企業訪問】（予定）

（火） 午前 　（民間企業）伊藤忠商事

午後 　（行政）東京都庁

8 11月21日 東京 午前 羽田空港　⇒　山口宇部空港(　：　発 ○○便)

（水） 山口 午後 菜香亭（着物着付け体験）のち自然の家 山口徳地

9 11月22日 山口 終日 【企業訪問】

（木） Ａ班：旭酒造→日立製作所

Ｂ班：日立製作所→旭酒造 山口徳地

10 11月23日 山口 午前 【企業訪問】ＮＦデバイステクノロジー

（金・祝） 午後 団ミーティング、ホストファミリー対面式　 ホームステイ

11 11月24日 山口 終日 ホームステイ

（土） ホームステイ

12 11月25日 山口 午前 ホームステイ

（日） 午後 ホストファミリー歓送会 山口徳地

13 11月26日 山口 午前 学習成果発表会

（月） 福岡 午後 国立山口徳地青少年自然の家　⇒　福岡市内ホテル（貸切バスで３時間１５分程度） 福岡市内ホテル

14 11月27日 福岡 午後 福岡空港　⇒　羽田空港(09:00発 NH244便　10：40着) 

（火） 羽田空港　⇒　ミュンヘン行(12:40発 LH715便　16：50着)
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全日程：11/14～11/27　，施設プログラム：11/21～11/27　国立山口徳地青少年自然の家

平成30(2018)年度日独勤労青年交流事業　日程(予定)
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