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ホームステイ受け入れのお願い
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（アソシエーション・オブ・イ
ンターナショナルスクールスクール・イン・アジア）のメンバーです。AISAでは、スポーツ、音楽、芸術、学
際的コンペ、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しています。
単に昼間の学校での活動や交流にとどまらず、ホームステイが含まれていることが特徴となっています。
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きました。そのホームステイ
を続けるため、是非とも皆様の協力が必要となります。
これまで、25年以上にわたりこのような海外のインターナショナルスクールとの交流活動を通して、本校
の生徒はそれぞれの国のインターナショナルスクールのご家族に温かく迎えられ、心地よく過ごすだけで
はなく、家族と共に過ごすからこそわかるような様々な異文化体験をすることができました。そして、これま
でに本校および箕面地域の多くのご家庭のご協力により、海外からの生徒たちに日本での生活を経験し
ていただくことができました。いずれの場合もホストファミリーのご家族からも、いろいろなバックグラウンド
を持つ海外からの生徒たちとの交流を楽しんだと聞いております。わずか数日のことではありますが、こ
れこそ千里国際らしい活動であり、小さな国際交流の第一歩なのだと思います。
SOISに所属するすべての生徒のご家庭が積極的にホームステイを受け入れて下さるとたいへん助かり
ます。特にAISAの活動に参加している生徒には是非ともお願いしたいと思います。もちろん、ご家庭それ
ぞれのご事情もありますから、必ず、というわけには参りませんが、国際的な交流が活発に続くためにも、
本校の生徒が得難い経験を積む機会を今後も保つためにも、是非ともご協力頂きたく、お願いいたします。
本年度も複数の活動のホスト校となっております。本校は決して大規模な学校ではありません。皆さん
が遠慮されてしまうとホストファミリーの数が不足し、受け入れが不可能となってしまいます。それは将来
の継続・発展を難しくすることにつながってしまいます。皆様の積極的なご協力なしにはこのような活動は
成り立ちません。是非ともご協力いただけますよう、お願い申しあげます。
ご不明な点がありましたら、下記までお知らせください。

Peter Heimer ハイマー
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Homestay Introduction, Request
To: Sabers parents, athletes, musicians, student council leaders, math students, faculty
Re: Homestays for AISA events
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 while participating in a range of activities, from sports tournaments to
fine arts festivals to academic competitions to leadership conferences. One very
important aspect of this interaction is the homestay experience.
We believe that the homestay experience can be a very rewarding one for both the
hosting family and the visiting students, and so we very much want the homestay to
be an integral part our international program.
At past overseas events SOIS students have stayed with wonderful families who
made them feel very welcome and provided an authentic local experience. Our
students have been cared for very well while representing our two schools overseas
and we would like to ask the SOIS school community to help us reciprocate by hosting
visitors from AISA schools for events we host in Osaka.
We ask that all SOIS families consider hosting a homestay student. We especially
encourage families of SOIS students involved in AISA events to reciprocate the
homestay hospitality. This is not a demand, but it is an earnest plea to help us play our
part in AISA and to enable our students to form new friendships with students from
other schools.
Without the assistance of everyone in our small community we could not take part in
such exciting opportunities, and I recognize and thank you in advance for your
generosity and efforts in helping.
If you have any questions please do not hesitate to ask.

Peter Heimer
SOIS activities director
pheimer@senri.ed.jp
office tel: 072–727–2137
cell phone: 080–1469–3788

