
 

宮若市・宗像市・トヨタ自動車九州地域連携事業 

2014年度 グローバル人材育成プログラム「カナダ研修」 

募集要項（詳細） 
 

１．目的 

このプログラムは、地域の若者を海外へ派遣し、次の体験等を通じて、将来を担うグローバル

な人材を育成することを目的とします。 

①異文化体験を通じて、他国の歴史・文化への理解を深め、コミュニケーション能力向上を図る。 

②日本や地元地域についての紹介・意見交換を通じて、その良さや伝統を再確認し、愛着をも

ってもらう。 

③生産拠点の訪問を通じて、日本経済を支えるモノづくりや自動車産業への理解を深め、関心

を高めてもらう。 
 

２．主催 

宮若市・宗像市・トヨタ自動車九州株式会社 
 

３．事業内容 

（1）訪問国  カナダ（トロント周辺） 

（2）訪問時期 2014年 8月 4日（月）～12日（火）7泊 9日 

（3）研修等  ①渡航手続説明会 

5月 31日（土） 

②事前研修 

第 1回 6月 7日（土） 

第 2回 6月 28日（土） 

第 3回 7月 21日（月・祝） 

第４回 7月 26日（土） 

         ③本研修 8月 4日（月）～12日（火） 7泊 9日 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

本研修の行程は現地事情等により変更する場合もあります。 
※1 カナダの同世代の中高生です。                             

※2 参加者が現地の方へ英語でプレゼンテーションします。 

月日 研修行程 宿泊地 

8/ 4（月） 福岡空港発 → 成田空港 → トロント着 機中泊 

8/ 5（火） 現地日本企業工場見学 
（TMMC：トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダ） 

ホームステイ 

8/ 6（水） バディ(※1)と湖畔でアウトドア活動 ホームステイ 

8/ 7（木） ナイアガラの滝見学など（バディ同行） ホームステイ 

8/ 8（金） トロント市内ミッション活動→プレゼンテーション準備 ホームステイ 

8/ 9（土） 現地トヨタ販売店（ウエインズ・カナダ）訪問、 
プレゼンテーション(※2)とフェアウェルパーティー 

ホームステイ 

8/10（日） ホストファミリーと自由行動 ホームステイ 

8/11（月） ホストファミリーとお別れ、トロント空港発 → 成田空港 機中泊 

8/12（火） 成田空港 → 福岡空港着  



 

 
         ④研修成果発表会 

9月 13日（土） 

４．参加負担金 

10万円 

ただし、パスポート取得、海外旅行傷害保険等にかかる費用は別途個人負担となります。 

 

５．募集 

募集区分 宮若市枠 宗像市枠 トヨタ自動車九州枠 

募集人員 5人 5人 2人 

応
募
条
件 

個
別
条
件 

2014年 4月 1日現在、宮若市

内に在住し、研修成果発表会

終了時まで引き続き在住でき

る高校生 

2014年 4月 1日現在、宗像市

内に在住し、研修成果発表会

終了時まで引き続き在住でき

る高校生 

2014年 4月 1日から研修成果

発表会終了までトヨタ自動車九

州に在籍する社員の子女で、 

中学生、高校生 

共
通
条
件 

①心身ともに健康で規律ある団体行動ができる人 

 ②事前研修～研修成果発表会を含めた全日程に参加できる人 

募集締切 2014年 4月 30日（水） 17時必着 

※研修終了後も、次年度の参加者に向け体験談を語ってもらう等で協力していただく場合があります。 

 
６．応募方法 

   以下 3点を、９．に記載した「申込先」まで郵送または持参してください。 

（4月 30日：17時必着） 

（1）申込書 

（2）作文【テーマ】「カナダの人に伝えたい日本とその理由」 

・カナダでの本研修では、バディやホストファミリーに向けて日本を紹介する時間を設けます。 

これを踏まえてあなたが、カナダの人に伝えたい日本の事（※3）とその理由を 1,000 文字以

内にまとめてください。（用紙不問） 

※3 学校生活、住んでいる地域、日本の伝統・食文化、日本の風土（気候・地勢）など 

・作文の一行目にテーマ、二行目に学校名、学年、氏名を記入してください。 

 （3）プレゼンテーション資料  

・作文内容をプレゼンテーションするための資料を作成してください。 

・最終選考（面接）では、このプレゼンテーション資料をもとに、実際にプレゼンテーシ

ョンをしていただきます。時間は 3分程度です。 

・使用する紙のサイズは A4判とし、3分程度のプレゼンテーションができる枚数にまとめ

てください。 

・手書き又はパソコンで作成してください（パソコンで作成した場合、プリントアウトし

たものを提出してください）。 

・書き方は自由です。写真や絵、イラストなどを使ってもかまいません。 

・プレゼンテーション資料の 1枚目に必ず学校名、学年、氏名を記入してください。 

 

 



 

７．選考方法 

・募集区分ごとに、提出された書類に基づき、一次選考を行います。 一次選考の結果は 5 月

16日（金）までに書面で発送して通知します。 

・最終選考では面接を行います。面接日は、5月 24日（土）です。※予備日 5月 25日（日） 

・面接会場、日時などの詳細は、後日連絡します。 

・選考結果は、5月 26日（月）に書面で発送して通知します。 

 

 

８．注意事項 

・申込書は、1人 1枚に限ります。 

・募集区分で 2枠の権利を有する場合でも、必ず 1枠のみ選択してください。 

・提出された応募書類は、返却できません。 

・書類不備の場合は受付できません。 

・個人情報は、本事業目的の範囲内で使用し、漏えい・紛失等を防止するため、厳正な方法に

より管理いたします。また、個人情報を本人の同意なく無断で第三者に開示・提供すること

はありません。 

・本事業は、株式会社アイエスエイ（観光庁長官登録旅行業第 256号）に委託して実施します。 

  

９．申込先 

＜宮若市枠でお申し込みの方＞ 

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1 

宮若市 総務部 総合政策課  

電話：0949-32-0512（問い合わせ受付：平日 8時30分～17時15分） 

HP：http://www.city.miyawaka.lg.jp/ 

＜宗像市枠でお申し込みの方＞   

〒811-3492 福岡県宗像市東郷一丁目1番1号 

宗像市 子ども部 子ども育成課 

電話：0940-36-1214（問い合わせ受付：平日 8時30分～17時00分） 

HP：http://www.city.munakata.lg.jp/ 

＜トヨタ自動車九州枠でお申し込みの方＞ 

〒823-0015 福岡県宮若市上有木1番地 

トヨタ自動車九州株式会社 総務部 総務室 

電話：0949-34-2559（問い合わせ受付：土日を除く平・祝日 8時30分～17時30分） 

HP：http://www.toyota-kyushu.com/ 

 

１０． 問い合わせ先 

2014年度 グローバル人材育成プログラム「カナダ研修」事務局 

〒811-3492 福岡県宗像市東郷一丁目1番1号 

宗像市 子ども部 子ども育成課  

電話：0940-36-1214（問い合わせ受付：平日 8時30分～17時00分） 

HP：http://www.city.munakata.lg.jp/ 

http://www.city.miyawaka.lg.jp/
http://www.city.munakata.lg.jp/
http://www.toyota-kyushu.com/
http://www.city.munakata.lg.jp/


 

宮若市・宗像市・トヨタ自動車九州地域連携事業 

2014年度 グローバル人材育成プログラム「カナダ研修」 
 

申 込 書 

募集区分 

※該当する区分を１枠のみ選択してください。 
 

宮若市枠 ・ 宗像市枠 ・ トヨタ自動車九州枠 
 

写真 

 
・4.5cm×3.5cm程度で3ヶ月 

以内に撮影したもの 

・帽子をつけないで、上半身、

正面向きを撮ったもの 

・本人と確認できるもの 

氏名
ふりがな

 

姓 名 

アルファベット氏名 
（ヘボン式ローマ字） 

 
※パスポートがある場合は 

パスポートの表記通りとします 

  

生年月日 西暦       年      月      日 性別 男 ・ 女 

現住所 

〒 

 

 

電話番号 （          ）          -              

学校名  学年 年 

応募動機 

 
※できるだけ詳しく 

 

学校での 

部活動・生徒会等 

の活動状況 

 

趣味・特技等  

※申込者が自筆で記入してください。（鉛筆不可） 

カナダ研修申込みに同意します。 

 

保護者氏名                   印 
 

 

※受付番号 
 

 

 

※欄は記入しないでください。 
※保護者が自筆で記入してください。（鉛筆不可） 


