Youth Lead the Change – Harvard University
ＹＬＣ－ハーバード大学
Developed by the Leadership Institute at Harvard College (LIHC)

Japan 2013 Application for Student Participants
参加者申込書

●When（日時）

August 18th – 22nd, 2013

●Where（場所） Wink Aichi

愛知産業労働センター

●名古屋市中村区名駅4丁目4－38

Who can apply?

会議室1102

ウィンクあいち
TEL:052-571-6131

どのような方を対象にしているのでしょうか。

We’re looking for students from all backgrounds and experiences who are motivated to better understand
themselves by working with high level leadership trainers from Harvard University. Whether you’re an active leader
in your school already or are looking to become a more confident student, you are a great candidate to apply. Ideal
students for the program are inquisitive, thoughtful, and willing to take risks in discussion and team projects.
Students should be interested in making a positive difference in their community. No experience needed, but basic
level of English speaking skills is highly recommended.
ハーバード大学の大変ハイレベルなリーダーシップトレーナーにより、リーダーシップを学びたい、
自分自身を高めたい、自信を持ちたい、リーダーになりたいという希望を持つ、様々な経歴を持つ12歳
～20歳までの生徒を募集しています。現在、学校でリーダーである必要はありません。経験も不要で
す。ただし、ある程度の基礎英語力が必要になります。

How to apply?

応募方法

下記のアライブ熱田本校宛にファックス、もしくはご持参ください。

申込書提出先 ：

アライブ熱田本校

FAX:052-671-6381

Youth Lead the Change – Harvard University
ＹＬＣ－ハーバード大学
Developed by the Leadership Institute at Harvard College (LIHC)

PERSONAL INFORMATION:

Name（名前）

Age（年齢）

School name and year（学校名）

Grade in school（学年）

Phone number（参加生徒の電話番号※あれば）

Student and/or Parent address（住所）

Parent/Guardian Contact Name（保護者の名前）

Parent/Guardian Phone Number（保護者の電話番号）

SHORT ANSWER: Please answer the following questions in 3 to 4 sentences in a Word document. There are no right
or wrong answers, we are just trying to understand your interests and goals.
（下記の質問に3行か4行で答えてください。正解はありませんので、自身の考えを述べてください。）
1. Why are you interested in participating in the YLC Program? What leadership skills do you most hope to develop
in the program? This could be anything from public speaking to teamwork!
本プログラムに参加したいと考えた理由を教えてください。本プログラムで、自分のどのスキルを磨きたいと考
えていますか。

2. What does the word leadership mean to you? Do you have any examples of when you acted as a leader? Feel free to
provide examples and/or stories from your past experiences from your life.
あなたにとって、世界のリーダーは、どのような意味があるとお考えですか。いかなる場所でも、場面でもかま
いませんが、リーダーとして行動した経験がありますか。過去の経験を教えてください。

3. Who is a leader you admire and why? It could be anyone from your mother to a political leader!
歴史上の人物でも誰でもかまいませんが、あなたにとって、尊敬するリーダーと、その理由を教えてください。

4. Please attach a resume along with your application submission.
学校で活躍した、クラブ活動等も含めた経歴書等があれば、ぜひ一緒にお送りください。

Thanks for applying! Students will be notified of their acceptance by 2013年7月20日.

