Homestay
ホームステイ
http://sabers.senri.ed.jp/homestay.html
背景
関 西 学 院 千 里 国 際 中 等 部 ・ 高 等 部 ／ 大 阪 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ス ク ー ル は 、 AISA （ Association of
International School in Asia）を創設した学校の一つです。AISA に属することの一つの利点は、本校の生
徒がスポーツや音楽、学術的コンペ、生徒会役員によるリーダーシップ・プログラム等のさまざまな活
動を通して、国内外のインターナショナルスクールの生徒と交流することができることです。これらの
交流には学校での活動に加えて、ホームステイが含まれています。ホームステイは、ホスト側にもゲス
ト側にも思い出深い価値ある経験となっています。本校は、AISA に所属する海外の学校から来校する生
徒のために、多くのホームステイ先を確保しなければなりません。ホームステイ先を確保することは、
AISA の活動や大会を成功させるために、また AISA に所属し続けていくために、SOIS コミュニティー
が一体となって取り組んでいかなくてはならないことです。ご協力をよろしくお願いします。
ホームステイに関する情報：http://sabers.senri.ed.jp/homestay.html
ホームステイの受け入れ義務
セイバーズの活動に参加している場合、あなたが AISA 大会の遠征に参加する／しないに関わらず、ホ
ームステイ先として、本校を訪れる海外からの生徒を受け入れることが求められています。受け入れ
を行う時期は、セイバーズの活動に参加しているシーズンとは別のシーズンになる場合もあります。
本校で開催される AISA 大会の出場メンバーに選ばれた場合、あなたは、ホームステイ先として本校を
訪れる海外からの生徒 2 名を受けいれること、または海外から訪れる生徒 2 名をホストしてくれる他
の SOIS 生徒（ホームステイ先）を見つける義務があります。
何らかの事情により、海外から来校する生徒を受け入れることができない場合、あなたは、ホームス
テイ先となってくれる他の SOIS の生徒を見つけ、海外から訪れる生徒の世話人（バディー）となる
必要があります。大会中、ホームステイ先まで海外から来校した生徒を迎えに行ったり、送り届けた
り、また一緒に食事をしたりするなど、海外から訪れる生徒のサポートを行ってください。
力を合わせ取り組み、本校で行われる AISA の大会を成功させることができるようにしましょう！
よろしくお願いします。
SOIS アクティビティー・ディレクター
ピーター ハイマー

Math Mania, Leadership 2018 年 02 月 1–4 日

下線部から切り取って、ハイマー先生にご提出ください。

--------------------------------------------------

AISA ホームステイ確認書

Math Mania, Leadership 2018 年 02 月 1–4 日

生徒氏名（ローマ字）: __________________________________ 生徒署名: ______________________
保護者氏名（ローマ字）: ________________________________ 保護者署名: _____________________
ホームステイ先として、海外から来校する生徒を
 2 名受け入れることができます。
 1 名受け入れることができます。また、ホストをしてくれる他の生徒を見つけることができました。
代わりにホストをしてくれる

生徒の氏名: _____________________________________ (

ホストできる数に○をしてください

1名

／

2名

)

 受け入れることができません。その代わり、ホストしてくれる他の生徒を見つけることができました。
代わりにホストをしてくれる

生徒の氏名: _____________________________________ (
代わりにホストをしてくれる

生徒の氏名: _____________________________________ (

ホストできる数に○をしてください

1名

／

2名

)

ホストできる数に○をしてください

1名

／

2名

)

Homestay
ホームステイ
http://sabers.senri.ed.jp/homestay.html
THANK YOU
Thank you, Sabers students and families, for opening your homes to our overseas guests.
Best wishes for success in the upcoming AISA event.
BACKGROUND
Senri & Osaka International Schools (SOIS) of Kwansei Gakuin are a founding member of the
Association of International Schools in Asia (AISA). One of AISA’s strengths is that it creates an
environment that allows students to interact with each other in a range of activities. One very
important aspect of this interaction is the homestay experience. SOIS hosts many AISA students
each year. The SOIS community must work together to provide enough homestay families for our
visiting students. The AD office thanks you in advance for your cooperation.
INFORMATION http://sabers.senri.ed.jp/homestay.html
OBLIGATION
If you are on a Sabers team, whether you travel to an AISA event or not, you may be expected to
homestay a visiting student sometime during the year, even for another event in another season.
If you are a member of an AISA team for an event SOIS hosts, you will be required to homestay or
find homestays for two (2) visiting guests.
If you cannot host a visiting student yourself, you will be asked to find another SOIS student to host
for you and you will be a homestay buddy.
Let's all work together. Thank you!
Sincerely,

Math Mania, Leadership 2018 年 02 月 1–4 日

Peter Heimer
SOIS activities director

Please cut and return bottom slip to Mr. Heimer

--------------------------------------------------

AISA HOMESTAY CONFIRMATION

Math, Leadership 2018 年 02 月 1–4 日

Student name: _________________________________ Signature: ______________________
Parent name: __________________________________ Signature: ______________________
 TWO. I will homestay 2 visiting guests.
 ONE. I will homestay 1 visiting guest, so I have found 1 more alternate homestay host.
1. Alternate host student name: _____________________________ (1 or 2 guests – please circle)
 NO. I cannot homestay any guests, so I have found 1 or 2 alternate homestay hosts.
1. Alternate host student name: _____________________________ (1 or 2 guests – please circle)
2. Alternate host student name: _____________________________ (1 or 2 guests – please circle)

