留学生用(For International Students)

Kamenori College 2022
募集要項（留学生用）
主催

かめのり財団

１．趣旨・目的
公益財団法人かめのり財団は、日本とアジア・オセアニア諸国の若い世代との交流を通じて、未来にわたって日本と
各国との友好関係と相互理解を推進するとともに、その架け橋となるグローバルリーダーの育成を図ることを目的と
した事業を行っています。その一環として、今後グローバルでの活躍を目指す国内在住の大学学部生を対象に、国際
交流の機会において、存在感を発揮し、自己主張可能な人材として成長するための、マインドセットとスキルの醸成
を目的とした「Kamenori College 2022」を開催します。当プログラムでは、グローバルな環境における、より活力
のあるコミュニケーションの実践力の養成を重視しており、将来に向けて自己成長に意欲的な学生の参加を求めてい
ます。
２．概要
◼

テーマ：

「Be Active and Enjoy !」

◼

構成・特徴:

日本人学生と留学生がともに参加するプログラムです。プログラムの構成は以下のとおりです。

・オリエンテーション：

2021 年 12 月 4 日（土）午前

・オンライン英語研修：

2021 年 12 月～3 月初旬

Zoom を使用します。

メインプログラムに向けた英語のスキルアップ・トレーニン

グ。外部プロバイダーのオンライン個人レッスンに加えて Kamenori College の英語講
師によるグループレッスンを行います。（留学生の個人レッスン参加はオプショナルで
す）
・メインプログラム：

4 泊 5 日の合宿プログラム。様々なファシリテーターがリードする多彩なセッションによ
る受講生参画型の集合研修です。期間中は英語と日本語を使用します。

・修

了

2022 年 4 月中旬

式：

東京都内の会場で受講生の最終発表と修了証の授与を行います。

３．メインプログラム
◼

日程：

2022 年 3 月 10 日（木）～3 月 14 日（月）4 泊 5 日

◼

開催地：

レクトーレ葉山

◼

スケジュール

湘南国際村（神奈川県

午前（8：30‐12：00）

葉山町）https://www.tkp-resort.net/lectore/hayama/

Mar.13(Sun.)

Senpai’s Speech
Working overseas

午後（13：00－17：30）
Registration & Opening
Ice Breaking & Team Building
Growth Mind-set
Team Project & Team Workshop
Life Purpose & Trust
East Asia’s Present and Future
Values & Visioning
Team Workshop & Review Session

Mar.14(Mon.)

Team Presentation

Closing

Mar.10(Thu.)
Mar.11(Fri.)
Mar.12(Sat.)

Global Communication
Social English
Presentation Skills

夜間（18：30－20：30）
Social English
Team Workshop
Team Workshop
Team Workshop

*期間中、PPT を作成しプレゼンテーションを行います。参加者は各自 PC を用意してください。
*3 月 10 日は 13 時に現地集合予定、3 月 14 日は 15 時に現地解散予定です。
*プログラム内容は、諸事象により変更の可能性があります。
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４．主な講師陣（予定）
・山本

Global View Japan 代表、元国際基督教大学ゼネラルマネージャー、元日本 IBM 執行役員

智巳

・Brent Conkle

㈱ビジネスアクロスカルチャーズ代表取締役、エグゼクティブコーチ

・Stephen R. Nagy

国際基督教大学上級准教授（国際関係論専攻）

・堀江

徹

㈱堀江コンサルティング代表取締役社長、グローバルコンサルタント

・藤樫

亮二

㈱プロジェクトアドベンチャージャパン ファシリテーター

・今北

一成

異文化コミュニケーションアドバイザー（Tricultural Communication Advisor）

他

５．応募要領
留学生にとって、このプログラムが日本人大学生との新しい出会いの場となり、彼らが置かれている環境や関心事、
課題などを知る機会となります。また、日本のみならず各国からの参加者との交流から、それぞれの文化の違いにつ
いて理解を深めることができるプログラムです。他にも、上記 4 にある様々な分野からの講師陣とのネットワークを
築いたり、今後のかめのり財団が実施するプログラムへの参加の機会が得られます。

◼

応募資格：

・応募時に日本の大学の学部に在籍するアジア・オセアニアの国・地域からの留学生
アジア

オセアニア

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、ネパール、
パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、
マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス、台湾、香港、マカオ
オーストラリア、キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、
ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、
ミクロネシア

・日本語でコミュニケーションがとれる者（日本語能力試験 N1 相当が望ましい）
・アジア・オセアニアの将来や国際交流に興味を持っている者
・事業の趣旨を理解のうえ、プログラムに主体的に参画し、積極的に発言ができる者
・グローバルなコミュニケーションに意欲がある者
・プログラム全日程に参加でき、健康上支障のない者
・事前から事後まで、主催者が課す課題を定められた期日までに全て提出できる者
・来年度の同プログラム参加候補者の推薦（友人や後輩のリクルート）に協力できる者
・当財団が主催または依頼する行事に積極的に参加できる者

◼

留学生に期待すること：
・日本人学生や他の国からの学生と積極的にコミュニケーションをとってください。
・セッションやワークショップでは、あなたの率直な考えを伝えてください

◼

募集人数（予定）
：

◼

参加費：

日本在住の留学生 5 名、日本人学生 15 名

無料（英語研修の受講費、合宿プログラム期間中の食事・宿泊費・交通費を主催者が負担）
*交通費は、当財団規程による自宅から開催地までの往復交通費を支給します。
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◼

提出書類：

①応募申込書（指定の書式 1）
②小論文（指定の書式 2）

テーマ「あなたにとってグローバルとは何ですか？」

*① ②とも日本語、または英語で記入してください。
*②を日本語で書く場合は 1200 文字以内、英語の場合は 800 単語以内とします。
*書類は当財団ホームページからダウンロードしてください。
◼

応募方法：

必要書類を簡易書留または宅配便などの配達の記録が残る手段で送付してください。

〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-5 ベルヴュー麹町 1F
（公財）かめのり財団「Kamenori College 2022」係

◼

選考方法：

第 1 次選考：書類による選考
第 2 次選考：第 1 次選考通過者に面接を実施
Zoom を使用したオンライン面接で、日本語と英語で 10 分程度です。

◼

応募から決定までのスケジュール
応募受付開始
応募書類提出締切
第 1 次選考 結果通知（E-mail にて連絡）
第 2 次選考
第 2 次選考

◼

参加同意書：

結果通知（E-mail にて連絡）

2021 年 9 月 1 日（水）
2021 年 10 月 18 日（月）必着
2021 年 10 月 26 日（火）
2021 年 11 月 1 日（月）～3 日（水・祝）
いずれかの日で 10 分程度
2021 年 11 月 10 日（水）

プログラム参加にあたり、当財団指定の参加同意書に同意してもらいます。
詳細は結果通知とともにお知らせします。

◼

その他：

・提出された応募書類は、原則返却しません。
・応募者の個人情報は、この選考以外の目的に使用しません。

６．新型コロナウイルス感染症対策について
メインプログラム実施の際は、参加者および講師・職員の健康と安全のために感染防止対策を行います。具体的な
内容は感染状況に応じて変更の可能性があります。
・メインプログラム実施前の PCR 検査、健康管理シートの記入
・メインプログラム期間中の検温、手指の洗浄とアルコールによる消毒、マスクやフェイスシールドの着用
・研修室の換気、飛沫防止パネルの設置

他

新型コロナウイルス感染症の状況により、プログラム全体の中止の可能性もありますのでご了承ください。

問い合わせ先：
（公財）かめのり財団
TEL:03-3234-1694

https://www.kamenori.jp/

E-mail: info@kamenori.jp
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Kamenori College 2022
Application Guidelines for International Students
Hosted by the Kamenori Foundation
1. Purpose
The Kamenori Foundation aims to promote friendship and mutual understanding between Japan and other countries
as well as to nurture future global leaders who will act as bridges between countries, through providing exchange
programs for young people in Japan and other countries in Asia and Oceania. “Kamenori College 2022” will be held as
one of such programs for undergraduate students that currently reside in Japan, who hope to thrive in a global
environment. It aims to cultivate the necessary skill sets and mindsets in participants, so that they can assert
themselves and exert their presence in global interactions. The program focuses on fostering active and effective
communication skills in a global environment and is looking for students who are eager for personal development for
the future.
2. Overview
◼

Theme: “Be Active and Enjoy!”

◼

Outline & Feature: The program is open for both Japanese and international students. The outline of the program
is as follows.
Saturday, December 4, 2021 The meeting will take place via Zoom in the morning.

・Orientation：

・Online English training： December 2021 to early March 2022

Online training sessions to improve English skills

for the main program will be provided. In addition to individual online lessons offered by
external providers, English instructors of Kamenori College will provide group lessons.
(Participation in individual lessons is optional for international students.)
・Main program：

The main program will be held for 5 days and 4 nights. It will be a participation-based group
training program with a variety of sessions led by different facilitators. Participants will
communicate in English and Japanese during the program.

・Completion ceremony： Mid-April 2022 Participants will give their final presentations and receive a certificate of
participation at a venue in Tokyo.

3. Main Program
◼

Dates：

Thursday, March 10 to Monday, March 14, 2022 (5 days and 4 nights)

◼

Venue：

Lectore Hayama Shonan Kokusaimura (Hayama-machi, Kanagawa)
https://www.tkp-resort.net/lectore/hayama/

◼

Schedule
Morning（8:30-12:00）
March 10 (Thu.)
March 11 (Fri.)

Global Communication
Social English

Afternoon（13:00-17:30）

Evening（18:30-20:30）

Registration & Opening
Ice Breaking & Team Building

Social English

Growth Mind-set
Team Project & Team Workshop

Team Workshop

4/7

留学生用(For International Students)

March 12 (Sat.)

Presentation Skills

March 13 (Sun.)

Senpai’s Speech
Working overseas

Life Purpose & Trust
East Asia’s Present and Future
Values & Visioning
Team Workshop & Review Session

March 14 (Mon.)

Team Presentation

Closing

Team Workshop
Team Workshop

*In the program, participants will be making a PowerPoint presentation. Please bring your own computer.
*Participants are to meet at Lectore Hayama Shonan Kokusaimura at 13:00 on March 10 and to be dismissed at
Lectore Hayama at 15:00 on March 14.
*The contents of the program are subject to change depending on the circumstances.
4. Main Instructors（Tentative）
・Satomi Yamamoto

Representative of Global View Japan, Former GLS General Manager of International Christian
University, Former IBM Japan Corporate Officer

・Brent Conkle

President & CEO of Business Across Cultures, Executive Leadership Coach

・Stephen R. Nagy

Senior Associate Professor (Politics and International Studies) of International Christian
University

・Tetsu Horie

CEO of Horie Consulting Co. Ltd., Global Consultant

・Ryoji Fujikashi

Facilitator of Project Adventure Japan, Inc.

・Kazunari Imakita

Tricultural Communication Advisor,

and more.

5. Application Guidelines
For international students, this program will be a place to meet Japanese university students, providing an opportunity
to get to know their background, interests and challenges. The program will also offer interactions with students from
countries other than Japan, enabling participants to deepen understanding of their cultural differences. In addition,
participants will gain opportunities to build networks with the above lecturers with various backgrounds and expertise
through the program and to participate in other programs the Kamenori Foundation will be providing in the future.

◼

Eligibility/Requirements

Participants should:
・be undergraduates from Asian and Oceanian countries who are studying at a Japanese university at
the time of application;
Asia

India, Indonesia, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Republic of Korea, China,
Nepal, Pakistan, Bangladesh, Timor-Leste, Philippines, Bhutan, Brunei, Viet Nam, Malaysia,
Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos, Taiwan, Hong Kong, Macao

Oceania

Australia, Kiribati, Cook Islands, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, Tonga, Nauru, Niue,
New Zealand, Vanuatu, Papua New Guinea, Palau, Fiji, Marshall Islands, Micronesia

・ be able to communicate in Japanese (A language proficiency equivalent to the JLPT N1 is
recommended.);
・ be interested in the future of Asia/Oceania and international exchange;
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・actively participate in the program and take active part in discussions upon understanding the purpose
of the program;
・be interested in global communications;
・participate in the full duration of the program with no health concerns;
・submit all the related assignments given by the organizer on time, prior to, during, and after the program;
・recommend the next year’s program to potential participants（i.e. recruit friends and younger students);
・be willing to participate in events hosted or requested by the Kamenori Foundation.

◼

What we expect of international students:
・Make active efforts to communicate with Japanese students and students from other countries
・Share honest opinions in sessions and workshops

◼

Number of participants (tentative): 5 international students residing in Japan and 15 Japanese students

◼

Cost: No participation fee（The organizers will cover English training lessons, meals, accommodation, and
transportation fees during the main program.）
*Round-trip transportation expenses from the participant’s place of residence to the venue will be provided as
stipulated in the foundation regulations.

◼

Documents to be submitted:
① Application Form（Form 1）
② Essay（Form 2）on “What does the word ‘global’ mean to you?”
*Please submit both ① and ② either in Japanese or in English.
*The essay ② should not exceed 1,200 characters when writing in Japanese or 800 words in English.
*Forms are available for download on the Kamenori Foundation website.

◼

How to apply: Please send the necessary documents to the address below, using a service that enables you to
track the parcel such as simplified registered mail or delivery parcel service.

The Kamenori Foundation
Attn: “Kamenori College 2022”
Floor 1, Bellevue Kojimachi
5-5, Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083, Japan
◼

Selection method:
First Selection: Application document screening
Second Selection: Conduct an interview with those who passed the document selection (An online interview in
Japanese and English using Zoom, for about 10 minutes)
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◼

Selection Timeline
Application begins

Wednesday, September 1, 2021

Application deadline

Monday, October 18, 2021 (the documents must
reach us no later than this date)
Tuesday, October 26, 2021

Announcement of the first selection results
（notified by email）
Second selection process
Announcement of the second selection results
(notified by email)

◼

About 10 minutes on one of the days between
Monday, November 1 and Wednesday, November
3, 2021
Wednesday, November 10, 2021

Participation consent form:
The participants will be required to sign the participation consent form provided by the Kamenori Foundation
Detailed information will be provided with the selection result.

◼

Miscellaneous:
・As a general rule, application documents will not be returned.
・Applicants’ private information will be used exclusively in the program’s selection process.

6. Measures against COVID-19
Measures to avoid the spread of COVID-19 will be implemented to secure the health and safety of participants,
lecturers, and staff during the main program. Specific measures may change depending on the infection status.
・PCR test result and a filled-out health management form are to be submitted prior to participating in the main program
・Temperature checking, thorough handwashing and disinfection using alcohol are required during the main program,
as well as wearing of masks or face shields
・Ventilation of each training room and installation of partitions to prevent droplet infection, etc.
Please note that the program itself may be canceled, depending on the infection status of COVID-19.

Contact Information: The Kamenori Foundation
https://www.kamenori.jp/
TEL:03-3234-1694

E-mail: info@kamenori.jp
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