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米国国務省

在日米国大使館　広報・文化交流部

資金供与機会の通知の通知

資金供与機会の通知名：　　　2020年度日米韓英語教育学生交流プログラム

資金供与機会の通知番号：　　Tokyo-PAS-FY20-02-04
申請締切日：　　　　　2020年 3月 31日

CFDA番号：　　　　　19.040 
利用可能総額：　　　　$40,000

A. プログラムについて

国務省のアメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強大使館広報・文化交流部は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強の英語力向上および日米韓の協力関係強および日米韓の協力関係強日米韓の協力関係強
化を奨励するため、日本と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルするため、正文は英文です。英文の正式な案内については、日本と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルするためのプロポーザル
を募集します。します。英文の正式な案内については、

プログラムの優先地域:　アメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強、正文は英文です。英文の正式な案内については、日本、正文は英文です。英文の正式な案内については、韓国

プログラムの目標

英語でのコミュニケーションは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、若者の英語力向上および日米韓の協力関係強が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス国際社会の通知の一員として力強く貢献するために必要なスと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルして力強く貢献するために必要なスするために必要なスな案内については、ス

キルの中でも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠ででも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルな案内については、るも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのな案内については、ので、正文は英文です。英文の正式な案内については、日本の若者の英語力向上および日米韓の協力関係強も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で英語で意思疎通が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスできること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、必要なス不可欠でで

す。英文の正式な案内については、日本の若者の英語力向上および日米韓の協力関係強の英語力向上および日米韓の協力関係強を支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつすること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、アメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強大使館の重要なスな案内については、ミッションは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスのひと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルつ

です。英文の正式な案内については、隣国の韓国も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で日本と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル似た英語教育システムと指導法を用いており、生徒の英語能力を伸た英語教育システムと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル指導法を用いており、生徒の英語能力を伸を用いており、正文は英文です。英文の正式な案内については、生徒の英語能力を伸の英語能力を伸

ばすこと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルにおいて、正文は英文です。英文の正式な案内については、日本と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル同じ様な問題に直面しています。じ様な問題に直面しています。様な問題に直面しています。な案内については、問題に直面しています。に直面しています。しています。英文の正式な案内については、

歴史的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をに、正文は英文です。英文の正式な案内については、日韓関係は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、理想的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をい難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をい状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をであり、正文は英文です。英文の正式な案内については、長引く様々な問題は二国間に長く影をく様な問題に直面しています。々な問題は二国間に長く影をな案内については、問題に直面しています。は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、二国間に長く影をに長く影をを

落としてきました。しかし、世界的な脅威の増加や、この地域の他の国々の台頭を鑑みると、と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルしてきました。英文の正式な案内については、しかし、正文は英文です。英文の正式な案内については、世界的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をな案内については、脅威の増加や、この地域の他の国々の台頭を鑑みると、の増加や、正文は英文です。英文の正式な案内については、この地域の他の国々の台頭を鑑みると、の国々な問題は二国間に長く影をの台頭を鑑みると、を鑑みると、みると韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル、正文は英文です。英文の正式な案内については、

日韓両国は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、強力な案内については、二国間に長く影を関係を築く必要があります。アメリカにとっては日本と韓国は強力なく必要なスが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスあります。英文の正式な案内については、アメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強にと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルっては参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、日本と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル韓国は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、強力な案内については、

同じ様な問題に直面しています。盟国であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、三ヵ国間の協力関係を確実にすることはアメリカにとっても有益です。したヵ国間の協力関係を確実にすることはアメリカにとっても有益です。した国間に長く影をの協力関係を確実にすること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、アメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強にと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルっても鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で有益です。したです。英文の正式な案内については、した

が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスって、正文は英文です。英文の正式な案内については、若者の英語力向上および日米韓の協力関係強の英語力向上および日米韓の協力関係強と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルいう目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとって目的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影ををも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でった合同じ様な問題に直面しています。プログラムは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、二国間に長く影を関係の深化にと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルって

理想的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をな案内については、方法を用いており、生徒の英語能力を伸です。英文の正式な案内については、

アメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強大使館は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、この様な問題に直面しています。な案内については、課題に直面しています。、正文は英文です。英文の正式な案内については、特に以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しに以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しに掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しげる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しり組むプロジェクトに支援しむプロジェクトに支援しプロジェクトに支援しに支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつし
たく、正文は英文です。英文の正式な案内については、プロポーザルを募集します。します。英文の正式な案内については、

- 参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強の英会の通知話スキルの向上と文化相互理解スキルの向上および日米韓の協力関係強と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル文化相互理解

https://jp.usembassy.gov/education-culture/grants/
https://jp.usembassy.gov/education-culture/grants/


- 包括的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をな案内については、文化交流促進という目標のもと、日本と他国の高校生のリーダーシップを育みと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルいう目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとって目標のも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル、正文は英文です。英文の正式な案内については、日本と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル他の国々の台頭を鑑みると、国の高校生のリーダーシップを育み、正文は英文です。英文の正式な案内については、
多様な問題に直面しています。な案内については、教師グループ間の教育交流を深める。グループ間に長く影をの教育交流を深める。英文の正式な案内については、

- 生徒の英語能力を伸達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。を高め、正文は英文です。英文の正式な案内については、三ヵ国間の協力関係を確実にすることはアメリカにとっても有益です。したヵ国間の協力関係を確実にすることはアメリカにとっても有益です。した国関係の重要なス性に対する強い信念を育む。に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。する強い信念を育む。を育むプロジェクトに支援し。英文の正式な案内については、
- アメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強の政策、正文は英文です。英文の正式な案内については、目標、正文は英文です。英文の正式な案内については、価値観に対する理解と支援を促進する。に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。する理解と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつを促進という目標のもと、日本と他国の高校生のリーダーシップを育みする。英文の正式な案内については、

参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強及び聴衆び日米韓の協力関係強聴衆

全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにてのプログラムは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、アメリカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強、正文は英文です。英文の正式な案内については、日本、正文は英文です。英文の正式な案内については、韓国からの参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強（生徒の英語能力を伸、正文は英文です。英文の正式な案内については、教師グループ間の教育交流を深める。並びにび日米韓の協力関係強に/または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、指導者の英語力向上および日米韓の協力関係強）

を含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまな案内については、ければな案内については、りません。英文の正式な案内については、また、正文は英文です。英文の正式な案内については、プログラムの対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、日韓両国の高校生でな案内については、ければな案内については、

りません。英文の正式な案内については、

B. 連邦資金の交付に関する情報に関する情報

 実施するためのプロポーザル期間に長く影を  ：最大 24カ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強月

 助成予定件数  ：１～３件（供与額による）

 助成金額  ：最低 5,000 ドル～最大 40,000 ドル

 利用可能資金総額  ：40,000 ドル

 資金種別  ：2020年度スミス・ムンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し広報文化外交供与資金

 プログラム開始予定日  ：2021年 5月 31日または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、それ以前

 資金供与手段の種別の種別  ：助成、正文は英文です。英文の正式な案内については、定額交付に関する情報金、正文は英文です。英文の正式な案内については、共同じ様な問題に直面しています。契約、正文は英文です。英文の正式な案内については、または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、個人への助成への助成

 プログラム実施するためのプロポーザル期間に長く影を  ：提案されるプログラムは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、2年以内については、に完了する必要があります。する必要なスが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスあります。英文の正式な案内については、

本通知は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、資金が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス利用可能であること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルを条件と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルします。英文の正式な案内については、

C. 適格性に対する強い信念を育む。に関する情報

I. 適格な案内については、申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強  

以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しの団体は申請対象になります。は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象にな案内については、ります。英文の正式な案内については、

o シンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスクタンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスク及び聴衆び日米韓の協力関係強市民団体は申請対象になります。／非政府組むプロジェクトに支援し織を含む非営利団体を含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなむプロジェクトに支援し非営利団体は申請対象になります。

o 公的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影を及び聴衆び日米韓の協力関係強私的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影を教育機関

o 公的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影を国際組むプロジェクトに支援し織を含む非営利団体及び聴衆び日米韓の協力関係強政府機関

o 個人への助成

II. 費用分担またはマッチングまたは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、マッチンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスグ  



費用分担またはマッチングは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、奨励するため、日本と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルされますが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス義務では参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、ありません。英文の正式な案内については、費用分担またはマッチングは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、プログラムの持続性に対する強い信念を育む。を確保するする

申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強の計画やプログラムを成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入やプログラムを成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入すこと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルにな案内については、ります。英文の正式な案内については、よって、正文は英文です。英文の正式な案内については、費用分担またはマッチングの算入

は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請の持続性に対する強い信念を育む。評価に当たり考慮されます。たり考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、慮されます。されます。英文の正式な案内については、

III. その他の国々の台頭を鑑みると、の資格要なス件  

助成を受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（るため、正文は英文です。英文の正式な案内については、全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにての団体は申請対象になります。は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、固有識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。別番号（Dun & Bradstreet社の

DUNS番号）及び聴衆び日米韓の協力関係強助成管理システム(SAM) www.SAM.govSAM) www.SAM.gov) www.SAM) www.SAM.gov.govの登録が有効期限内であることが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス有効期限内については、であること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル

が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス必要なスです。英文の正式な案内については、これらの登録が有効期限内であることに必要なスな案内については、情報は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しをご覧ください。覧ください。ください。英文の正式な案内については、個人への助成の場合には参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、固有識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。別番

号の取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（、正文は英文です。英文の正式な案内については、または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、www.SAM) www.SAM.gov.gov への登録が有効期限内であることは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、不要なスです。英文の正式な案内については、

助成管理システム(SAM) www.SAM.govSAM) www.SAM.gov)の除外対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象者の英語力向上および日米韓の協力関係強一覧ください。システム(SAM) www.SAM.govEPLS)に記載のある申請者は、大統領令のある申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、大統領令

第 12549号（連邦規則集します。第 3 編 1986 Comp. 189ページ）及び聴衆び日米韓の協力関係強第 12689号（連邦規則集します。第

3 編 1989 Comp. 235ページ）「参加資格喪失及び一時停止」を実施する連邦規則集第参加資格喪失及び聴衆び日米韓の協力関係強一時停止」を実施する連邦規則集第」を実施する連邦規則集第を実施するためのプロポーザルする連邦規則集します。第 2 編

第 180 条のOM) www.SAM.govB ガイドラインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスに従い支援の対象外となります。さらに、い支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつの対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象外と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルな案内については、ります。英文の正式な案内については、さらに、正文は英文です。英文の正式な案内については、EPLSに記載のある申請者は、大統領令されて

いる団体は申請対象になります。は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、助成契約に基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづくいかな案内については、る活動にも参加することができません。全ての申請者はにも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で参加すること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスできません。英文の正式な案内については、全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにての申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、

不適格な案内については、団体は申請対象になります。が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまれな案内については、いよう目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとって、正文は英文です。英文の正式な案内については、助成管理システムの除外対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象者の英語力向上および日米韓の協力関係強一覧ください。システムを確認することすること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル

をお勧めします。めします。英文の正式な案内については、

連邦助成受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（給者の英語力向上および日米韓の協力関係強業績・誠実性に対する強い信念を育む。情報システム(SAM) www.SAM.govFAPIIS)

資金供与機会の通知通知に基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづく連邦助成に関して、正文は英文です。英文の正式な案内については、実施するためのプロポーザル期間に長く影をにおいて、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦負担またはマッチング総額が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス資金供与機

会の通知通知に基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづく連邦助成に関する簡易取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者は準を上回ることが連邦助成機関において見込まれを上および日米韓の協力関係強回ることが連邦助成機関において見込まれること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス連邦助成機関において見込まれまれ

る場合（第 200.88 条「参加資格喪失及び一時停止」を実施する連邦規則集第簡易取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者は準を上回ることが連邦助成機関において見込まれ」を実施する連邦規則集第を参照）、正文は英文です。英文の正式な案内については、本セクションは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスでは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。して次の各号の各号

を通知する必要なスが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスあります。英文の正式な案内については、

o 連邦助成機関は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦負担またはマッチング総額が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス簡易取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者は準を上回ることが連邦助成機関において見込まれを上および日米韓の協力関係強回ることが連邦助成機関において見込まれる連邦助成を実施するためのプロポーザルする前に、正文は英文です。英文の正式な案内については、SAM) www.SAM.govを

通じ様な問題に直面しています。てアクセス可能な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、指定された業績・誠実性に対する強い信念を育む。情報システム（現 FAPIIS）内については、の、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請

者の英語力向上および日米韓の協力関係強に関する情報を精査・検討する必要があること（合衆国法典第する必要なスが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスあること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル（合衆国法を用いており、生徒の英語能力を伸典第 41 編第 2313 条を参照）。英文の正式な案内については、

o 申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、その裁量によって、によって、正文は英文です。英文の正式な案内については、SAM) www.SAM.govを通じ様な問題に直面しています。てアクセス可能な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、指定された業績・誠実性に対する強い信念を育む。情報

システム内については、の情報を精査し、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦助成機関が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスそれまでに入力し、正文は英文です。英文の正式な案内については、現在、正文は英文です。英文の正式な案内については、SAM) www.SAM.govを通じ様な問題に直面しています。てアク

セス可能な案内については、指定された業績・誠実性に対する強い信念を育む。情報システム内については、にある自身に関する情報にコメントすに関する情報にコメンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援しす

ること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスできること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、

o 連邦助成機関は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、第 200.205 条（連邦助成機関による、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でたらすリスクの評価）

に記載のある申請者は、大統領令される、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でたらすリスクを評価する際には参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強によるコメンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援しを、正文は英文です。英文の正式な案内については、指

定された業績・誠実性に対する強い信念を育む。情報システム内については、のその他の国々の台頭を鑑みると、の情報と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル併せて検討し、申請者の誠実性、せて検討する必要があること（合衆国法典第し、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強の誠実性に対する強い信念を育む。、正文は英文です。英文の正式な案内については、

ビジネス倫理、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦助成に基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづく業績の記録が有効期限内であることに関する判断を行うこと。を行うこと。う目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとってこと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、



D. 申請及び聴衆び日米韓の協力関係強提出に関する情報に関する情報

I. 申請書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、式な案内については、  

以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しで必要なスと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルされる申請提出に関する情報の書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、式な案内については、は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、このサイトに支援しで入手できます：https://
jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/.

II. 申請の内については、容  

以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しの指示すことになります。よって、費用分担の算入すべてに慎重に従い支援の対象外となります。さらに、ってください。英文の正式な案内については、本通知の要なス件を満たさない提案、またはたさな案内については、い提案、正文は英文です。英文の正式な案内については、または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、

所定の要なス件を遵守しない提案は対象外となります。提案では本資金供与機会の最終目しな案内については、い提案は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象外と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルな案内については、ります。英文の正式な案内については、提案では参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、本資金供与機会の通知の最終目

標及び聴衆び日米韓の協力関係強目標を明示すことになります。よって、費用分担の算入してください。英文の正式な案内については、文書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、すべて英語と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルします。英文の正式な案内については、予算は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、すべて米ドルと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル

します。英文の正式な案内については、申請書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、M) www.SAM.govicrosoft Word文書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、で、正文は英文です。英文の正式な案内については、行うこと。間に長く影をを空けず、けず、正文は英文です。英文の正式な案内については、Times New Roman

フォンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し・12ポインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し、正文は英文です。英文の正式な案内については、余白をを 1 インは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスチ、正文は英文です。英文の正式な案内については、ページ番号を付に関する情報けて提出に関する情報してください。英文の正式な案内については、

以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しの文書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス必要なスです：

o 申請サマリーカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強バーシートに支援し  

o 組むプロジェクトに支援し織を含む非営利団体情報シートに支援し   (SAM) www.SAM.gov個人への助成の場合は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、必要なスな案内については、し)

o SF-424  （連邦支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつの申請 - 団体は申請対象になります。）または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、

o SF-424I  （連邦支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつの申請 - 個人への助成）

o SF-424A  （非建設関連プログラムの予算情報）

o SF-424B  （非建設関連プログラムの保する証 - 個人への助成のみ）

o 予算の算出に関する情報根拠の説明の説明  

o 提案（最大10ページ）：提案には参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、内については、容にな案内については、じ様な問題に直面しています。みの薄い人でも申請者の意図がい人への助成でも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強の意図がが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス

正確に理解できるよう目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとって、正文は英文です。英文の正式な案内については、十分な案内については、情報を記載のある申請者は、大統領令するも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルします。英文の正式な案内については、自前の書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、式な案内については、の利用

も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で可能ですが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス、正文は英文です。英文の正式な案内については、下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援し記のすべての事項を含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなむプロジェクトに支援しも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルします。英文の正式な案内については、

 提案の要なス旨：プログラムの目標及び聴衆び日米韓の協力関係強期待される影響を含め、提案されるされる影を響を含め、提案されるを含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなめ、正文は英文です。英文の正式な案内については、提案される

プログラムを概説する手短な説明な案内については、説明

 申請を行うこと。う目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとって団体は申請対象になります。または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、個人への助成の紹介：プログラム実施するためのプロポーザル能力を示すことになります。よって、費用分担の算入す過去及び聴衆び日米韓の協力関係強

現在の業務の記載のある申請者は、大統領令（米国大使館や米国政府機関からこれまでに受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（けたす

べての助成に関する情報を含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなみます）。英文の正式な案内については、

 プログラムの説明：プログラムの必要なス性に対する強い信念を育む。、正文は英文です。英文の正式な案内については、及び聴衆び日米韓の協力関係強このプログラムが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスA項に

掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しげる目標を達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。成する方法を用いており、生徒の英語能力を伸についての明確、正文は英文です。英文の正式な案内については、正確かつ裏付に関する情報けのある説明。英文の正式な案内については、

 プログラム活動にも参加することができません。全ての申請者は：プログラム活動にも参加することができません。全ての申請者は、正文は英文です。英文の正式な案内については、及び聴衆び日米韓の協力関係強それが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスA項に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しげる目標達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。成に

いかに役立つかを記載します。つかを記載のある申請者は、大統領令します。英文の正式な案内については、

https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/
https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/


 スケジュールと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル予定表：提案された期間に長く影を内については、の各月の活動にも参加することができません。全ての申請者はやプログラムの

工程を示す作業計画的なを示すことになります。よって、費用分担の算入す作業計画やプログラムを成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をな案内については、プログラムのスケジュール案。英文の正式な案内については、プログラム活動にも参加することができません。全ての申請者は

の期間に長く影をには参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、予定される活動にも参加することができません。全ての申請者は及び聴衆び日米韓の協力関係強イベンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援しの日時及び聴衆び日米韓の協力関係強場所も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で記載のある申請者は、大統領令します。英文の正式な案内については、

暫定的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をな案内については、情報も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなめてください。英文の正式な案内については、

 主要なス人への助成員として力強く貢献するために必要なス：プログラムに携わる主要人員の氏名、役職、役割及び経験／わる主要なス人への助成員として力強く貢献するために必要なスの氏名、正文は英文です。英文の正式な案内については、役職、正文は英文です。英文の正式な案内については、役割及び聴衆び日米韓の協力関係強経験／

資格。英文の正式な案内については、本プログラム支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつのために費やされる時間に長く影をの比率は？は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、？

 プログラムパートに支援しナー：主要なスパートに支援しナー組むプロジェクトに支援し織を含む非営利団体及び聴衆び日米韓の協力関係強二次の各号助成受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（領者の英語力向上および日米韓の協力関係強の名称

／氏名及び聴衆び日米韓の協力関係強関与種別を記載のある申請者は、大統領令します。英文の正式な案内については、

 プログラムのモニタリンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスグ・評価計画やプログラムを成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入：これは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、助成成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入における重要なスな案内については、

部分です。英文の正式な案内については、助成の全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びに期間に長く影をを通じ様な問題に直面しています。て、正文は英文です。英文の正式な案内については、活動にも参加することができません。全ての申請者はが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス適時に行うこと。われているかを確認すること

するためのモニタリンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスグ方法を用いており、生徒の英語能力を伸、正文は英文です。英文の正式な案内については、及び聴衆び日米韓の協力関係強A項に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援しげる目標達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。成を確認することするた

めのプログラムの評価方法を用いており、生徒の英語能力を伸。英文の正式な案内については、こちらのテンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスプレートに支援しをご覧ください。利用ください

 将来の資金供与または持続可能性の資金供与または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、持続可能性に対する強い信念を育む。：助成金交付に関する情報期間に長く影をを超えてプログラムえてプログラム
が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス継続すること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル、正文は英文です。英文の正式な案内については、または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、その他の国々の台頭を鑑みると、の財源の利用可能性に関する申請者の計の利用可能性に対する強い信念を育む。に関する申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強の計
画やプログラムを成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入（該当たり考慮されます。する場合）。英文の正式な案内については、

o 添付に関する情報書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、類
 上および日米韓の協力関係強記以外に提案するプログラムを支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつする追加の人への助成員として力強く貢献するために必要なスが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスある場合は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、1
ページの履歴書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、経歴書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、を添付に関する情報してください。英文の正式な案内については、

 プログラムパートに支援しナーが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスいる場合は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、このプログラム参加に関するパー
トに支援しナーの見解を説明するサポートに支援しレターを添付に関する情報してください。英文の正式な案内については、

 貴団体は申請対象になります。が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス間に長く影を接費率は？合意契約（NICRA）を有しており、正文は英文です。英文の正式な案内については、NICRAに基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづく
支払が予算に含まれる場合、適用されている米国政府機関の最新のが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス予算に含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまれる場合、正文は英文です。英文の正式な案内については、適用されている米国政府機関の最新のの
NICRAの写しを添付してください。しを添付に関する情報してください。英文の正式な案内については、

 プログラム活動にも参加することができません。全ての申請者はに必要なスな案内については、場合、正文は英文です。英文の正式な案内については、公式な案内については、な案内については、許可証を添付に関する情報してください。英文の正式な案内については、

III. 必要なスな案内については、登録が有効期限内であること  

助成への申請を行うこと。う目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとってすべての団体は申請対象になります。（個人への助成を除きます）は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、これらの登録が有効期限内であることを行うこと。わな案内については、けれ

ばな案内については、りません。英文の正式な案内については、

登録が有効期限内であること・更新のは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、すべて無料です。です。英文の正式な案内については、

o Dun & Bradstreet社による固有識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。別番号（DUNS番号）

o NCAGE／CAGEコード

o 助成管理システム(SAM) www.SAM.govwww.SAM) www.SAM.gov.gov)の登録が有効期限内であること

ステップ1： DUNS番号を申請します。英文の正式な案内については、

DUNS申請：申請団体は申請対象になります。は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、Dun & Bradstreetによる汎用データ番号付に関する情報けシステ

ム(SAM) www.SAM.govDUNS）番号が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス必要なスです。英文の正式な案内については、未取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（であれば、正文は英文です。英文の正式な案内については、http://fedgov.dnb.com/

webform  から取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（可能です。英文の正式な案内については、この申請を完了する必要があります。させる手順にについてはこちらをごにについては参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、こちらをご覧ください。

http://fedgov.dnb.com/webform
http://fedgov.dnb.com/webform
http://www.SAM.gov/
https://japan2.usembassy.gov/pdfs/grants-monitoring-evaluation-plan-toolkit.pdf


覧ください。ください：https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-
ja/.

ステップ2：NCAGE／CAGEコードを申請します。英文の正式な案内については、

NCAGE／CAGE申請: 

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx. この申請を

完了する必要があります。させる 手順にについてはこちらをごにについては参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、こちらをご覧ください。覧ください。ください：
https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/.

米国内については、からの問合せ先電話スキルの向上と文化相互理解番号：1-888-227-2423 

米国外からの問合せ先電話スキルの向上と文化相互理解番号：1-269-961-7766 

NCAGE/CAGEコード取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（に関する問題に直面しています。の問合せ先Eメールアドレス：
NCAGE@dlis.dla.mil

注：DUNSと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルNCAGE/CAGEに届ける団体名と住所の表記は、句読点も含め完ける団体は申請対象になります。名と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル住所の表記は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、句読点も含め完も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなめ完

全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにに一致しなければなりません。しな案内については、ければな案内については、りません。英文の正式な案内については、

ステップ3: 助成管理システムに登録が有効期限内であることします(www.SAM.gov)。英文の正式な案内については、

NCAGE/CAGEコード取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（後、正文は英文です。英文の正式な案内については、https://www.SAM) www.SAM.gov.gov  に登録が有効期限内であることしてください。英文の正式な案内については、

SAM) www.SAM.gov 登録が有効期限内であることは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、毎年更新のが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス必要なスです。英文の正式な案内については、この申請を完了する必要があります。させる手順にについてはこちらをごについては参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、こちらを

ご覧ください。覧ください。ください：https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/.

IV. 申請提出に関する情報  

申請書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、の提出に関する情報期限は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、2020年3月31日午後 11 時 59 分までです。英文の正式な案内については、上および日米韓の協力関係強記全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにての書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、

類を添付に関する情報した申請書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、を、正文は英文です。英文の正式な案内については、TokyoPASGrants@state.gov  まで 1通のメールに

まと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルめて提出に関する情報してください。英文の正式な案内については、

V. 資金提供制限  

下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援し記の種類の案件は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、助成金交付に関する情報の対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象外です。英文の正式な案内については、

o 党派的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影を政治活動にも参加することができません。全ての申請者はに関するプロジェクトに支援し

o 慈善または開発活動または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、開発活動にも参加することができません。全ての申請者は

o 建設プロジェクトに支援し

o 特に以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援し定の宗教活動にも参加することができません。全ての申請者はを支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつするプロジェクトに支援し

o 資金調達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。キャンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスペーンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス

mailto:TokyoPASGrants@state.gov
http://www.SAM.gov/
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/
https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/
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https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/
https://www.SAM.gov/
https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/


o 特に以下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援し定の法を用いており、生徒の英語能力を伸案または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、プロジェクトに支援しに向けたロビー活動にも参加することができません。全ての申請者は

o 科学研究

o 団体は申請対象になります。の成長または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、組むプロジェクトに支援し織を含む非営利団体開発を主要なスな案内については、目的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルしたプロジェクトに支援し

o 私的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影を利用のための資金を求めるプロジェクトめるプロジェクトに支援し

o 参加料です。を必要なスと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルするプロジェクトに支援し

E. 申請審査に関する情報

I. 基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者は準を上回ることが連邦助成機関において見込まれ  

各申請は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、下に掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援し記の評価基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者は準を上回ることが連邦助成機関において見込まれに基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづき評価されます。英文の正式な案内については、

o プログラムの構想の質及び聴衆び日米韓の協力関係強実現可能性に対する強い信念を育む。－25ポインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し：プログラムの構想が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス良

く練られており、プロジェクト活動の実行方法が詳述されていること。提案られており、正文は英文です。英文の正式な案内については、プロジェクトに支援し活動にも参加することができません。全ての申請者はの実行うこと。方法を用いており、生徒の英語能力を伸が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス詳述されていること。提案されていること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、提案

には参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、合理的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をな案内については、実行うこと。スケジュールが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス記載のある申請者は、大統領令されていること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、

o 団体は申請対象になります。の能力及び聴衆び日米韓の協力関係強過去の助成記録が有効期限内であること－25ポインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し：団体は申請対象になります。が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス所定分野における専門における専門

知識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。を有していると韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でに、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦資金の管理システムを団体は申請対象になります。内については、に備えているえている

こと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、これには参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、財務管理システム及び聴衆び日米韓の協力関係強銀行うこと。口座が含まれる。が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまれる。英文の正式な案内については、

o プログラムの計画やプログラムを成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入／目標達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。成能力－15ポインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し：最終目標及び聴衆び日米韓の協力関係強目標が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス明確に

記載のある申請者は、大統領令されており、正文は英文です。英文の正式な案内については、提案される結果を達成するうえで最大限の影響をもたらすを達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。成するう目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとってえで最大限の影を響を含め、提案されるをも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でたらす

可能性に対する強い信念を育む。が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス高いプログラムのアプローチが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス採られていること。られていること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、

o 予算－10ポインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し：予算の算出に関する情報根拠の説明が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス詳細であること。費用が活動案及び期であること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、費用が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス活動にも参加することができません。全ての申請者は案及び聴衆び日米韓の協力関係強期

待される影響を含め、提案されるされる結果を達成するうえで最大限の影響をもたらすと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルの関連において合理的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をであること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、予算が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス現実的に、日韓関係は理想的とは言い難い状況であり、長引く様々な問題は二国間に長く影をであり、正文は英文です。英文の正式な案内については、活

動にも参加することができません。全ての申請者は案達の異文化に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。成のために必要なスな案内については、すべての費用の明細であること。費用が活動案及び期を明らかにしていること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、

o モニタリンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスグ及び聴衆び日米韓の協力関係強評価計画やプログラムを成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入－15ポインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し：申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、主要なス指標に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。するプロ

グラムの成功させる決意を示すことになります。よって、費用分担の算入を測る能力を示すとともに、提案において概説された最終目標る能力を示すことになります。よって、費用分担の算入すと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でに、正文は英文です。英文の正式な案内については、提案において概説された最終目標

に対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。する進という目標のもと、日本と他国の高校生のリーダーシップを育み捗を示すためのマイルストーンを提示していること。プログラムを示すことになります。よって、費用分担の算入すためのマイルストに支援しーンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスを提示すことになります。よって、費用分担の算入していること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、プログラム

には参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、活動にも参加することができません。全ての申請者は・成果を達成するうえで最大限の影響をもたらす指標を含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなみ、正文は英文です。英文の正式な案内については、これらが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスどの時点も含め完でどのよう目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとってにして測る能力を示すとともに、提案において概説された最終目標定される

かが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス示すことになります。よって、費用分担の算入されていること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、

o 持続可能性に対する強い信念を育む。－10ポインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し：プロジェクトに支援し活動にも参加することができません。全ての申請者はが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスプロジェクトに支援し終了する必要があります。後も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でプラス

の影を響を含め、提案されるを継続するも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのであること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル。英文の正式な案内については、費用分担またはマッチングは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、ここで考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、慮されます。される。英文の正式な案内については、

II. 審査・選考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、プロセス  

助成審査委員として力強く貢献するために必要なス会の通知は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルな案内については、る申請すべての審査・評価を行うこと。い、正文は英文です。英文の正式な案内については、上および日米韓の協力関係強記資金提供の基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者は

準を上回ることが連邦助成機関において見込まれに基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづき、正文は英文です。英文の正式な案内については、最高得るため、全ての団体は、固有識別番号（点も含め完の申請を選考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、します。英文の正式な案内については、委員として力強く貢献するために必要なス会の通知の選考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、結果を達成するうえで最大限の影響をもたらすは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにての申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強に

2020年 9月 30日までにメールで通知されます。英文の正式な案内については、



F. 連邦助成管理に関する情報

I. 連邦交付に関する情報通知  

助成契約または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、協同じ様な問題に直面しています。契約は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、面しています。により、正文は英文です。英文の正式な案内については、助成金担またはマッチング当たり考慮されます。官により署名され、交付されにより署名され、正文は英文です。英文の正式な案内については、交付に関する情報され、正文は英文です。英文の正式な案内については、

管理されるも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルします。英文の正式な案内については、助成金授与契約は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、授権文書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、確認すること及び聴衆び日米韓の協力関係強署名のため

にEメールにて受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（領者の英語力向上および日米韓の協力関係強に提供されます。英文の正式な案内については、受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（領者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、助成金担またはマッチング当たり考慮されます。官により署名され、交付されが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス署名した助成文

書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、に示すことになります。よって、費用分担の算入された開始日までの間に長く影を、正文は英文です。英文の正式な案内については、プログラム費用の支出に関する情報を開始すること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、できません。英文の正式な案内については、

提案が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス資金供与対する意識を高め、三ヵ国関係の重要性に対する強い信念を育む。象と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルして選出に関する情報された場合、正文は英文です。英文の正式な案内については、国務省は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、将来の資金供与または持続可能性さらな案内については、る資金供与を行うこと。う目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとって

義務を負いません。英文の正式な案内については、供与資金を増額し、正文は英文です。英文の正式な案内については、または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、実施するためのプロポーザル期間に長く影をを延長するための交付に関する情報の更

新のは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、国務省の裁量によって、によります。英文の正式な案内については、

資金供与機会の通知通知の交付に関する情報は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、米国政府側の助成交付の約束を構成するものではなく、の助成交付に関する情報の約束を構成するものではなく、を構成するも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのでは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、な案内については、く、正文は英文です。英文の正式な案内については、

また提案の作成及び聴衆び日米韓の協力関係強提出に関する情報に要なスする費用の支払が予算に含まれる場合、適用されている米国政府機関の最新のを米国政府に義務付に関する情報けるも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのでも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠であり

ません。英文の正式な案内については、さらに、正文は英文です。英文の正式な案内については、米国政府は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（け付に関する情報けた一切の提案を拒絶する権利を留保しますする権利を留保するします。英文の正式な案内については、

II. 支払が予算に含まれる場合、適用されている米国政府機関の最新の方法を用いており、生徒の英語能力を伸  

個人への助成または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、団体は申請対象になります。と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルしての受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（取り組むプロジェクトに支援し人への助成は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、必要なス時にプログラムのマイルストに支援しーンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスに合わせ

て、正文は英文です。英文の正式な案内については、前払が予算に含まれる場合、適用されている米国政府機関の最新のい又は払い戻し請求用書式は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、払が予算に含まれる場合、適用されている米国政府機関の最新のい戻し請求用書式し請求めるプロジェクト用書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、式な案内については、      SF-270      により支払が予算に含まれる場合、適用されている米国政府機関の最新のいを請求めるプロジェクトします。英文の正式な案内については、

III. 管理及び聴衆び日米韓の協力関係強国家施するためのプロポーザル策上および日米韓の協力関係強の要なス件  

約款：申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、本助成に適用のあるすべての条件及び聴衆び日米韓の協力関係強必要なスな案内については、証明を満たさない提案、またはたすこと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルを

確認することするため、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請を行うこと。う目的をもった合同プログラムは、二国間関係の深化にとって前にこれらすべてを確認することします。英文の正式な案内については、これには参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦規則集します。

第      2      編第      200      条  、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦規則集します。第      2      編第      600      条  、正文は英文です。英文の正式な案内については、並びにび日米韓の協力関係強に国務省標準を上回ることが連邦助成機関において見込まれ約款（すべてこ

ちら https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/.

で参照可能）が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまれます。英文の正式な案内については、

注：助成金受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（領者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、標準を上回ることが連邦助成機関において見込まれ約款における米国に関するブランは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスディンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスグ及び聴衆び日米韓の協力関係強マーキンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス

グ要なス件に留意してください。英文の正式な案内については、国務省により一部または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びに額資金が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス提供される全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにての

プログラム、正文は英文です。英文の正式な案内については、プロジェクトに支援し、正文は英文です。英文の正式な案内については、支援することは、アメリカ大使館の重要なミッションのひとつ活動にも参加することができません。全ての申請者はは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、海外においてサイズ及び明確性において及び聴衆び日米韓の協力関係強明確性に対する強い信念を育む。において

米国標準を上回ることが連邦助成機関において見込まれ国旗と同等の（または大きな）ロゴもしくは同一のマークで適切に表示すと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル同じ様な問題に直面しています。等の（または大きな）ロゴもしくは同一のマークで適切に表示すの（または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、大きな案内については、）ロゴもしくは同一のマークで適切に表示すも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でしくは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、同じ様な問題に直面しています。一のマークで適切に表示すことになります。よって、費用分担の算入す

ること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス国務省により義務付に関する情報けられています。英文の正式な案内については、全てのプログラムは、アメリカ、日本、韓国からの参加者（生徒、教師並びにての広告宣伝及び聴衆び日米韓の協力関係強プロモーションは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス

資料です。（パンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスフレットに支援し、正文は英文です。英文の正式な案内については、ポスター、正文は英文です。英文の正式な案内については、ウェブサイトに支援しな案内については、ど）は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、米国政府または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、米国大使

館のスポンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスサーシップまたは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、パートに支援しナーシップを、正文は英文です。英文の正式な案内については、米国大使館のロゴもしくは同一のマークで適切に表示すと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル共に米国国

https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/


旗と同等の（または大きな）ロゴもしくは同一のマークで適切に表示すで明確に示すことになります。よって、費用分担の算入さな案内については、ければな案内については、りません。英文の正式な案内については、国旗と同等の（または大きな）ロゴもしくは同一のマークで適切に表示すやロゴもしくは同一のマークで適切に表示すは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、こちらで入手できます：

https://brand.america.gov/.  

IV. 報告  

報告要なス件：受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（領者の英語力向上および日米韓の協力関係強は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、財務及び聴衆び日米韓の協力関係強プログラム報告の提出に関する情報が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス必要なスです。英文の正式な案内については、これらの報告書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、

の提出に関する情報頻度は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、助成文書は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、に規定されます。英文の正式な案内については、

G. 連邦助成機関への問合せ

助成申請プロセスについて不明な案内については、点も含め完が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスあれば、正文は英文です。英文の正式な案内については、TokyoPASGrants@state.gov  まで英語でご覧ください。連

絡ください。ください。英文の正式な案内については、

さらな案内については、る資料です。及び聴衆び日米韓の協力関係強情報、正文は英文です。英文の正式な案内については、質問や回ることが連邦助成機関において見込まれ答は、米国大使館のウェブサイトに掲載されます：は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、米国大使館のウェブサイトに支援しに掲げる優先項目に取り組むプロジェクトに支援し載のある申請者は、大統領令されます：https://
jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/.

H.その他の国々の台頭を鑑みると、の情報

I. 予算の算出に関する情報根拠の説明に関するガイドラインは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス  

o 人への助成件費と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザル付に関する情報加給付に関する情報

プログラムにおいて直接、正文は英文です。英文の正式な案内については、申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強のために働く常勤・臨時職員への賃金、給く常勤・臨時職員として力強く貢献するために必要なスへの賃金、正文は英文です。英文の正式な案内については、給

与及び聴衆び日米韓の協力関係強給付に関する情報、正文は英文です。英文の正式な案内については、並びにび日米韓の協力関係強にプログラムに割かれる当たり考慮されます。該職員として力強く貢献するために必要なスの時間に長く影をの割合を記載のある申請者は、大統領令しま

す。英文の正式な案内については、

o 交通費

本プログラムに関するスタッフ、正文は英文です。英文の正式な案内については、コンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスサルタンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なストに支援し、正文は英文です。英文の正式な案内については、スピーカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強ー、正文は英文です。英文の正式な案内については、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強／受ける資格を得るため、全ての団体は、固有識別番号（

益です。した者の英語力向上および日米韓の協力関係強の交通費及び聴衆び日米韓の協力関係強日当たり考慮されます。を見積ります。プログラムに海外渡航が含まれる場合ります。英文の正式な案内については、プログラムに海外渡航が含まれる場合が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまれる場合、正文は英文です。英文の正式な案内については、

かかる渡航が含まれる場合の根拠の説明の簡単な説明を添えます。な案内については、説明を添えます。英文の正式な案内については、

o 設備えている機器

耐用年数が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス 1年を超えてプログラムえる（または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、本プログラム期間に長く影をよりも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で長い耐用年数の）、正文は英文です。英文の正式な案内については、

1台あたりの費用が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス 5,000 ドル以上および日米韓の協力関係強のプログラムに必要なスな案内については、機械、正文は英文です。英文の正式な案内については、家具またはまたは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、

その他の国々の台頭を鑑みると、の動にも参加することができません。全ての申請者は産を記載します。を記載のある申請者は、大統領令します。英文の正式な案内については、

o 消耗品

プログラムに必要なスな案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、コンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスピュータ機器を含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなむプロジェクトに支援しすべての物品及び聴衆び日米韓の協力関係強資材を列記を列記

します。英文の正式な案内については、1台あたりの費用が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス 5,000 ドルを超えてプログラムえる物の場合、正文は英文です。英文の正式な案内については、「参加資格喪失及び一時停止」を実施する連邦規則集第設備えている機器」を実施する連邦規則集第の

予算に入れます。英文の正式な案内については、

o 契約関連

申請者の英語力向上および日米韓の協力関係強が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスベンは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスダーと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルの契約を通じ様な問題に直面しています。て取り組むプロジェクトに支援し得るため、全ての団体は、固有識別番号（する予定の商品及び聴衆び日米韓の協力関係強サービスを記載のある申請者は、大統領令

https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/grants-ja/
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します。英文の正式な案内については、また、正文は英文です。英文の正式な案内については、プログラム活動にも参加することができません。全ての申請者はの実施するためのプロポーザルに有用な案内については、非営利のパートに支援しナーへの二次の各号

助成が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスある場合には参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、これも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠で記載のある申請者は、大統領令します。英文の正式な案内については、

o その他の国々の台頭を鑑みると、の直接費用

プログラムに直接関連するその他の国々の台頭を鑑みると、の費用で、正文は英文です。英文の正式な案内については、他の国々の台頭を鑑みると、のカ大使館広報・文化交流部は、参加者の英語力向上および日米韓の協力関係強テゴもしくは同一のマークで適切に表示すリーにも鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でな案内については、じ様な問題に直面しています。まな案内については、い

も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でのを記載のある申請者は、大統領令します。英文の正式な案内については、例として、資材・機器の送料や該当する税金がありますと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルして、正文は英文です。英文の正式な案内については、資材を列記・機器の送料です。や該当たり考慮されます。する税金が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスあります。英文の正式な案内については、

「参加資格喪失及び一時停止」を実施する連邦規則集第その他の国々の台頭を鑑みると、費用」を実施する連邦規則集第または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、「参加資格喪失及び一時停止」を実施する連邦規則集第雑費」を実施する連邦規則集第は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、すべて、正文は英文です。英文の正式な案内については、明細であること。費用が活動案及び期を記して説明します。英文の正式な案内については、

o 間に長く影を接費用

間に長く影を接費用は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、組むプロジェクトに支援し織を含む非営利団体運営を維持するために必要なスな案内については、間に長く影を接費等の（または大きな）ロゴもしくは同一のマークで適切に表示す、正文は英文です。英文の正式な案内については、プログラム活動にも参加することができません。全ての申請者はに

直接関連付に関する情報けられな案内については、い費用です。英文の正式な案内については、貴団体は申請対象になります。が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスNICRAを有しており、正文は英文です。英文の正式な案内については、NICRA

に基づくいかなる活動にも参加することができません。全ての申請者はづく支払が予算に含まれる場合、適用されている米国政府機関の最新のが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なス予算に含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまれる場合、正文は英文です。英文の正式な案内については、最新ののNICRAの写しを添付してください。しを添付に関する情報してくだ

さい。英文の正式な案内については、これまでにNICRAを行うこと。ったこと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルのな案内については、い団体は申請対象になります。は参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、連邦規則集します。第 2 編第

200.68 条に定義される修正直接費用総額の 10％を上および日米韓の協力関係強限と韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルする間に長く影を接費用を要なス

求めるプロジェクトすること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルが国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスできます。英文の正式な案内については、

o 費用分担またはマッチング

費用分担またはマッチングと韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、、正文は英文です。英文の正式な案内については、在日米国大使館以外の団体は申請対象になります。または参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、その他の国々の台頭を鑑みると、の組むプロジェクトに支援し織を含む非営利団体からの資金拠の説明

出に関する情報をいいます。英文の正式な案内については、ボランは、若者が国際社会の一員として力強く貢献するために必要なスティアの時間に長く影をや提供される場所等の（または大きな）ロゴもしくは同一のマークで適切に表示すの現物拠の説明出に関する情報も鍵となるものなので、日本の若者も英語で意思疎通ができることは必要不可欠でこれに

含まなければなりません。また、プログラムの対象参加者は日韓両国の高校生でなければなまれます。英文の正式な案内については、

o 酒類

助成金を酒類に使用すること韓国の高校生交流助成金プログラムを実施するためのプロポーザルは参考のための仮翻訳であり、正文は英文です。英文の正式な案内については、できません。英文の正式な案内については、


