
2017

2017 7 8

AFS lntercultural Programs, Japan, 2016. Printed in Japan.
 本書内容の全部または一部を許可なく複写、転送することは、著作権上での例外を除き禁じられております。

AFSでは短期派遣プログラム以外にも、年間派遣プログラム参加者や
来日留学生のホストファミリーを募集しております。
ご興味のある方は当協会までご連絡ください。

ホームページやSNSでも最新の情報をご覧いただけます。

E-mail info@afs.or.jp

facebook.com/afsjapan

twitter.com/AFSJAPAN

youtube.com/AFSJPN

2017
2016 12 15



目
次

AFS短期派遣プログラム一覧 _______  1

AFS短期派遣プログラム
　　AFSプログラムの特色 _________________________  2

お申込みから出発まで _________________  4

国別プログラム案内 ____________________  8

参加者の声_____________________________________ 22
参加者の保護者より _____________________________ 23
AFS短期派遣プログラムQ＆A _____________________ 24
参加費用について _______________________________ 25
参加の取りやめについて/内定取消について__________ 26
AFS短期派遣プログラム申込書 ____________________ 27
AFS短期派遣プログラム応募課題 __________________ 28

  参考資料

AFS短期派遣プログラム参加規程 __________________ 29



目
次

AFS短期派遣プログラム一覧 _______  1

AFS短期派遣プログラム
　　AFSプログラムの特色 _________________________  2

お申込みから出発まで _________________  4

国別プログラム案内 ____________________  8

参加者の声_____________________________________ 22
参加者の保護者より _____________________________ 23
AFS短期派遣プログラムQ＆A _____________________ 24
参加費用について _______________________________ 25
参加の取りやめについて/内定取消について__________ 26
AFS短期派遣プログラム申込書 ____________________ 27
AFS短期派遣プログラム応募課題 __________________ 28

  参考資料

AFS短期派遣プログラム参加規程 __________________ 29

AFS短期派遣プログラム一覧

India
インド
　プログラム
⇒ P8,9

Australia

オーストラリ
ア

タスマニア

　プログラ
ム

⇒ P12,13

USA
アメリカ（サンディエゴ）　プログラム⇒ P14,15

USA
アメリカ
（メリーラ

ンド）

　プログラ
ム

⇒ P16,17

China
中国
　プログラム
⇒ P10,11

Canada

カナダ
　プログラ

ム

⇒ P18,19

Englan
d

イギリス

　プログ
ラム

⇒ P20
,21

2017 短期派遣プログラム  応募のてびき 1



AFS短期派遣プログラム
AFSは、高校生の交換留学を主な活動とする、非営利で、特定の政治・宗教に偏らない民間の国際教育交流団体です。異文化
体験と国際交流の幅広いニーズに応えるために、年間派遣プログラムで培った実績をもとに、1982年より語学研修や高校通
学、文化研修を軸とした短期派遣プログラムを実施しています。特に近年では外部団体や教育機関と連携を図りながら、参加
者のニーズにあわせたプログラムを提供しています。

サポート体制
　AFSは世界約60の国・地域に活動拠点を置き、４万人以
上のボランティアの支援のもとで、プログラムを実施して
います。ホストファミリー、支部、相談員はすべてボラン
ティアです。災害や事故、病気など緊急事態においては、
職員とボランティアが連携して適切な処置がとれるよう、
各国共通のガイドラインを定めて、24時間体制で対応にあ
たっています。

AFS
国際本部

AFS日本協会 AFS受入国事務所

危機管理
コンサルタント

国務省・各国大使館
在米日本人・AFS関係者

ホストスクール
（担当者）

受入支部
（担当者）学　校 保護者

参加生

日本大使館
政府関係機関
在外日本人関係者

外務省
在日外国公館

ホスト
ファミリー

語学研修
施設

寮滞在の
場合

AFS100年の歴史
　AFSの名は、第一次、第二次世界大戦中に、傷病兵の救
護にあたったボランティア組織American Field Service
（アメリカ野戦奉仕団）に由来しています。1914年、第
一次世界大戦が勃発した時、パリにいたアメリカ青年たち
が、自分たちも何かしたいと戦場から後方の病院へ傷病兵
を輸送する活動を始めたのが発端でした。彼らは軍隊のか
たわらで輸送車を運転し、担架で傷病兵を運び、120万人
以上の傷病兵の救援に尽力しました。ナチス強制収容所解
放にも約70名のAFSのボランティアが協力しています。
　２回の大戦を経験したボランティアたちは、その経験と
活動を通して、他国の人たちとともに働くことから、どれ
だけ多くのことを学んだか、お互いの違いを認めあい、尊
重しあうことがいかに大切であるかに気づきました。
　そして、悲惨な戦争の結果である傷病兵の救助活動より
も、「戦争を起こさない」という前向きな活動に取り組む
決意をし、若者の留学制度を始めようという結論にいたり
ました。そして、1947年にプログラムがスタートし、こ
れまでに45万人以上が参加しています。
　日本においては、1954年に８人の高校生が渡米したこ
とから活動が始まりました。2004年には多年にわたる国
際交流への貢献が認め
られ、文部科学省より
「国際交流功労者文部
科学大臣表彰」を受け、
2011年には内閣府より
認定され、公益財団法
人AFS日本協会となり
ました。

◆ AFSグローバルネットワーク全体で運営・サポート

◆ オリエンテーションの充実

AFSプログラムの特色
◆ 自立心・自主性を育てる
　AFS独自の異文化体験を通して、参加生
自らが考え、行動し、意思を伝える大切さを
学ぶことが目的です。参加生は安全管理され
た大きな枠組みのなかで、他の参加生と協力
しながら、積極的に参加、行動することを学
びます。

　出発前に１泊２日のオリエンテーションを実施します。オリエンテーションでは、AFSのプログラムについての説明や心構
え、現地情報を共有するとともに、過年度参加生によるアドバイスも行います。
★オリエンテーションは参加必須です。指定された日程・会場に参加してください。（P6）

帰国後の変化～保護者の方より～
•自分で考えて行動することが増えました。
•積極的に意見を述べたり、手伝ったりするようになりました。
•多国籍の子供たちと関わることで価値観の違いがわかったようです。
•英語だけでなく、イタリア語など他の国の言語にも興味を持ちまし
た。自分の英語力を磨くためには、今までの勉強の仕方を見なおさ
ないといけないな、と思ったようです。

•大学の学部、将来について真剣に考えるようになりました。
•「ありがとう」と素直に言葉に表してくれるようになりました。

こんな人に向いているプログラムです

日本を
より深く
知りたい

日本とは違う
文化の中で

チャレンジして、
人間的に

成長したい

「何かして
もらうのを待つ」
のではなく、

仲間と一緒に考えて、
達成感を得たい

自分の可能性
を知りたい、
広げたい

文化の違いや変化を「学びのチャンス」と思って、
新しい発見をしたい

世界を
知りたい

相手の立場に
立って

考えられるよう
になりたい

積極的に
他の国の人や
留学生と

交流したい

将来世界で
活躍したいので、

友達の輪を
広げたい

一生涯続く

可能性のある

友情を、この夏、

海外で育みたい

英語力、

コミュニケーション

力を高めたい

何でも
吸収して、

充実した夏を
過ごしたい

AFSのサポートでよかった点は？
•派遣国と受入国のコミュニケーションがしっかりしていて、派遣生が伸び伸びと活動できる手厚いサポートがあるように感じた。
•現地のサポートスタッフ・カウンセラーがとても身近に感じられ、優しくてよかった。
•オリエンテーションがとても充実していたので安心できた。
•大人や親に頼るのではなく、生徒自らに準備をさせる姿勢がよかった。

出発前オリエンテーション
「参加生同士が活発に交流し合い、１泊２日という短い時間であったに
もかかわらず、別れを惜しみ帰国後再会することを約束するほどの強
い絆で結ばれました。オリエンテーションでは、約１か月の留学をより
有意義に過ごせるように留学の目的や意欲を高めるとともに、自ら積
極的に行動することの大切さを、ディスカッションを通して学びまし
た。レクリエーションでは、英語で日本の文化を説明するスキットを自分たちで考え発表しました。英語の得意不得意にかかわら
ず、一人ひとりが主体となって意見を出し合い、非常に完成度の高いものを作り上げることができました。」

（2016年オリエンテーション担当の大学生ボランティアより）

～オリエンテーション参加して～
•一緒に行くみんなとの絆ができた！
•楽しかった！
•不安が取り除かれた。
•先輩方からの情報や派遣先の情報が本当に役に立った。（派遣生アンケートより）
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お申込みから出発まで

インド
中国

オーストラリア
アメリカ（サンディエゴ）
アメリカ（メリーランド）

カナダ
イギリス

応募受付期間
2017年１月４日（水）～４月14日（金）
2017年１月４日（水）～４月14日（金）
2017年１月４日（水）～４月14日（金）

2017年１月４日（水）～４月28日（金）

2017年１月４日（水）～２月17日（金）
2017年１月４日（水）～３月17日（金）

選考結果の発送日

応募書類送付後
約２週間

  応募する
参加したい国・プログラムが決まったら、応募資格を確認し、応募書類を揃えたうえで、応募受付期間内にAFS
日本協会まで書類を郵送してください。

　  応募資格

１）プログラム参加時点で日本の高等学校に在籍し、年齢が各受入国の定める基準をみたしていること。

２）受入国に渡航可能な旅券を有するか、取得予定であること。

３）留学先での生活に心身ともに適応できる資質のあること。また、通常の授業に毎日出席し、2016年度の欠
席日数の合計が目安として15日以内であること。（※１）

４）「AFSの理念」（裏表紙の裏）に賛同し、受入国との相互理解に寄与すると共に、受入国の文化や言語を積極
的に学ぼうとする姿勢があること。

５）イギリスは実用英検２級、GTEC for Students 520、TOEIC®490またはTOEIC Bridge®150以上。アメ
リカは実用英検準２級、GTEC for students440、TOEIC®370またはTOEIC Bridge®134以上。その他の
国は実用英検3級、GTEC for students 300、TOEIC®320またはTOEIC Bridge®120以上の英語力を有す
ること。（※２）

６）オリエンテーション（6月17日～ 6月18日東京）に必ず参加できること。

※1 （今年度の）欠席日数の合計は、登校しても全授業に出席しない日数を含みます。なお、けがや病気が完治し、留学生活に支障がない場合
は考慮します。特にホームステイプログラムの場合、日常的な食品に重篤なアレルギーのある方、またペットと同居できない重症のペット
アレルギーの方は応募を受け付けられない場合があります。詳細は国別ページ「配属制限」でご確認ください。

※２上記以外の資格を有する方はお問い合わせください。また、資格試験を受験したことのない方は、イギリス・アメリカ以外であれば応募が
可能です。ただし、応募者多数の場合は証明書のある方が優先となります。

　  応募書類

１）AFS短期派遣プログラム申込書（P27）

２）応募課題（P28）
　　全項目について、必ず申込者本人がご記入ください。
　　１．AFSの短期派遣プログラムに参加しようと思った理由、参加にあたっての意気込み（日本語/400字程度）
　　２．未来のホストファミリー・友人たちへのメッセージ（英語）
　　３．AFSの短期派遣プログラムで「吸収したいこと・期待すること」及び自分が「現地で出会った人にして
　　　　あげたいこと」
　　※記入の際は黒ボールペンを使用してください（修正液使用可）。
　　※ワープロ不可。

３）英語能力証明書（コピー）
　　応募資格の5）及び※２をご確認ください。

４）選考手数料の振込金受領証（コピー）
　・選考手数料：6,480円
　・郵便振込口座番号　00130-5-610767　加入者名　AFSプログラム口座
　　銀行振込　ゆうちょ銀行〇一九店 当座　口座番号：0610767　加入者名：AFSプログラム口座
　　※同封の『払込取扱票』または郵便局・銀行備え付けの用紙をご利用ください。
　　　ATM、インターネットバンキング等でお振込みされる場合は、応募者本人の氏名を依頼人・振込人としてください。名義変更ができない

場合は、別途メールで振込内容（2017年短期の選考手数料）、振込日、応募者氏名をお知らせください。メールアドレス：info@afs.or.jp
　　※一旦お振込みいただいた選考手数料は事由のいかんにかかわらず払い戻しできません。

　  応募受付期間　
　選考は応募書類が到着した順に随時行います。締切日前であってもすでに定員に達している場合には応募受付を
終了いたします。
　募集状況はホームページ（http://www.afs.or.jp/）でご確認いただくか、お電話（03-6206-1913）でお問い
合わせください。

※定員に達しない場合は追加募集を行う可能性があります。

　  応募書類送付先 

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-22-14　ミツヤ虎の門ビル7F
公益財団法人AFS日本協会『短期派遣プログラム応募』係

  一次選考結果通知・受入国が内定する
応募書類送付後２週間を目途に、一次選考結果および合格者には派遣内定国を郵送でお知らせします。本プログラム
の選考で一度不合格になった方は、再受験はできません。

  プログラム関係費（第一次金）を振り込む
一次選考結果通知の発行日より２週間以内に、プログラム関係費のうち10万円をお振込みください。
※参加を取りやめる場合は、期限内に必ずご連絡ください。期限を過ぎた場合、取りやめの時期により辞退金が発生します。（P26）

  英文書類を作成・提出する
受入国での寮、ホストファミリー、研修施設・ホストスクールを決定するために、一次選考結果通知から約２週
間で各種英文書類や英文の健康診断書を提出していただきます（オンラインで作成する書類があります）。詳細
は一次選考に合格された方にご案内します。内定後の各種連絡は主にメールで行います。
※健康診断および英文健康診断書作成にかかる費用は自己負担になります。医療機関にもよりますが、10,000円程度かかります。

  「受入国書類審査通過のお知らせ」を受け取る
提出していただいた英文書類をもとに受入国事務所が書類審査を行い、６月末までに「受入国書類審査のお知ら
せ」をお送りします。
健康上あるいは家庭配属の制約事項が多いと受入国の審査に通過しないこともあります。

  プログラム関係費（第二次金）を振り込む
「受入国書類審査通過のお知らせ」の発行日より２週間以内に、プログラム関係費の残金をお振込みください。
旅行代金は、指定の旅行代理店（※）との契約に基き、指定日までに旅行代理店に直接お振込みください。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  オリエンテーションに参加する
受入国による書類審査を通過された方を対象に、１泊２日でオリエンテーションを実施します。
参加者のオリエンテーションへの参加は必須です。欠席の場合は、プログラムにご参加いただけませんのでご注
意ください。

〈参加者対象オリエンテーション〉（参加必須）

自己都合によるオリエンテーションの欠席は、原則としてお受けできません。

保護者の方を対象にしたオリエンテーションも実施します。会場は東京・愛知・大阪の３会場を予定しています。
参加は任意ですが、プログラムへの理解を深めるためにも、ぜひご参加ください。詳細は別途お知らせします。

〈保護者対象オリエンテーション〉（任意）

  渡航手続きが始まる
５月中～下旬に当協会指定の旅行代理店※から、旅程および渡航手続に関する案内が届きます。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  ホストファミリーが決定する
（対象：オーストラリア、カナダ、インド、中国）
（７月上旬～出発前）
参加生とホストファミリーの双方が有意義な体験を送ることができるよう参加生の英文書類をもとに受入国が、
慎重に組み合わせを考えます。配属作業には時間がかかりますので、ホストファミリーのお知らせは出発直前に
なる場合があります。また、一家庭に複数の参加生が配属される場合もありますので、予めご了承ください。
ホストファミリーは、無償で参加生を受け入れてくれる、ボランティア・ファミリーです。

  出発する
出発７～ 10日前には、指定の旅行代理店から旅程の最終案内が届きます。
グループで出発しますので、参加生は出発国際空港の指定された場所・時間に遅れないよう集合してください。
当協会および指定の旅行代理店から、渡航に関する説明・諸注意があります。出発国際空港から現地空港まで、
参加生のみの渡航となり、日本からの引率は添きませんが、出発空港では当協会や旅行会社のスタッフが出発を
補佐し、経由地では各空港で現地のスタッフが緊急時に備えて待機します。
※自己都合による出発日の変更や中途帰国はできません。

  帰国・帰国後交流会に参加する
日本到着後は、当協会指定の旅行代理店による点呼の後、流れ解散となります。後日、学生ボランティア主催の
帰国後交流会が予定されていますので、ぜひご参加ください。

ゼロイチキュウ
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お申込みから出発まで

インド
中国

オーストラリア
アメリカ（サンディエゴ）
アメリカ（メリーランド）

カナダ
イギリス

応募受付期間
2017年１月４日（水）～４月14日（金）
2017年１月４日（水）～４月14日（金）
2017年１月４日（水）～４月14日（金）

2017年１月４日（水）～４月28日（金）

2017年１月４日（水）～２月17日（金）
2017年１月４日（水）～３月17日（金）

選考結果の発送日

応募書類送付後
約２週間

  応募する
参加したい国・プログラムが決まったら、応募資格を確認し、応募書類を揃えたうえで、応募受付期間内にAFS
日本協会まで書類を郵送してください。

　  応募資格

１）プログラム参加時点で日本の高等学校に在籍し、年齢が各受入国の定める基準をみたしていること。

２）受入国に渡航可能な旅券を有するか、取得予定であること。

３）留学先での生活に心身ともに適応できる資質のあること。また、通常の授業に毎日出席し、2016年度の欠
席日数の合計が目安として15日以内であること。（※１）

４）「AFSの理念」（裏表紙の裏）に賛同し、受入国との相互理解に寄与すると共に、受入国の文化や言語を積極
的に学ぼうとする姿勢があること。

５）イギリスは実用英検２級、GTEC for Students 520、TOEIC®490またはTOEIC Bridge®150以上。アメ
リカは実用英検準２級、GTEC for students440、TOEIC®370またはTOEIC Bridge®134以上。その他の
国は実用英検3級、GTEC for students 300、TOEIC®320またはTOEIC Bridge®120以上の英語力を有す
ること。（※２）

６）オリエンテーション（6月17日～ 6月18日東京）に必ず参加できること。

※1 （今年度の）欠席日数の合計は、登校しても全授業に出席しない日数を含みます。なお、けがや病気が完治し、留学生活に支障がない場合
は考慮します。特にホームステイプログラムの場合、日常的な食品に重篤なアレルギーのある方、またペットと同居できない重症のペット
アレルギーの方は応募を受け付けられない場合があります。詳細は国別ページ「配属制限」でご確認ください。

※２上記以外の資格を有する方はお問い合わせください。また、資格試験を受験したことのない方は、イギリス・アメリカ以外であれば応募が
可能です。ただし、応募者多数の場合は証明書のある方が優先となります。

　  応募書類

１）AFS短期派遣プログラム申込書（P27）

２）応募課題（P28）
　　全項目について、必ず申込者本人がご記入ください。
　　１．AFSの短期派遣プログラムに参加しようと思った理由、参加にあたっての意気込み（日本語/400字程度）
　　２．未来のホストファミリー・友人たちへのメッセージ（英語）
　　３．AFSの短期派遣プログラムで「吸収したいこと・期待すること」及び自分が「現地で出会った人にして
　　　　あげたいこと」
　　※記入の際は黒ボールペンを使用してください（修正液使用可）。
　　※ワープロ不可。

３）英語能力証明書（コピー）
　　応募資格の5）及び※２をご確認ください。

４）選考手数料の振込金受領証（コピー）
　・選考手数料：6,480円
　・郵便振込口座番号　00130-5-610767　加入者名　AFSプログラム口座
　　銀行振込　ゆうちょ銀行〇一九店 当座　口座番号：0610767　加入者名：AFSプログラム口座
　　※同封の『払込取扱票』または郵便局・銀行備え付けの用紙をご利用ください。
　　　ATM、インターネットバンキング等でお振込みされる場合は、応募者本人の氏名を依頼人・振込人としてください。名義変更ができない

場合は、別途メールで振込内容（2017年短期の選考手数料）、振込日、応募者氏名をお知らせください。メールアドレス：info@afs.or.jp
　　※一旦お振込みいただいた選考手数料は事由のいかんにかかわらず払い戻しできません。

　  応募受付期間　
　選考は応募書類が到着した順に随時行います。締切日前であってもすでに定員に達している場合には応募受付を
終了いたします。
　募集状況はホームページ（http://www.afs.or.jp/）でご確認いただくか、お電話（03-6206-1913）でお問い
合わせください。

※定員に達しない場合は追加募集を行う可能性があります。

　  応募書類送付先 

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-22-14　ミツヤ虎の門ビル7F
公益財団法人AFS日本協会『短期派遣プログラム応募』係

  一次選考結果通知・受入国が内定する
応募書類送付後２週間を目途に、一次選考結果および合格者には派遣内定国を郵送でお知らせします。本プログラム
の選考で一度不合格になった方は、再受験はできません。

  プログラム関係費（第一次金）を振り込む
一次選考結果通知の発行日より２週間以内に、プログラム関係費のうち10万円をお振込みください。
※参加を取りやめる場合は、期限内に必ずご連絡ください。期限を過ぎた場合、取りやめの時期により辞退金が発生します。（P26）

  英文書類を作成・提出する
受入国での寮、ホストファミリー、研修施設・ホストスクールを決定するために、一次選考結果通知から約２週
間で各種英文書類や英文の健康診断書を提出していただきます（オンラインで作成する書類があります）。詳細
は一次選考に合格された方にご案内します。内定後の各種連絡は主にメールで行います。
※健康診断および英文健康診断書作成にかかる費用は自己負担になります。医療機関にもよりますが、10,000円程度かかります。

  「受入国書類審査通過のお知らせ」を受け取る
提出していただいた英文書類をもとに受入国事務所が書類審査を行い、６月末までに「受入国書類審査のお知ら
せ」をお送りします。
健康上あるいは家庭配属の制約事項が多いと受入国の審査に通過しないこともあります。

  プログラム関係費（第二次金）を振り込む
「受入国書類審査通過のお知らせ」の発行日より２週間以内に、プログラム関係費の残金をお振込みください。
旅行代金は、指定の旅行代理店（※）との契約に基き、指定日までに旅行代理店に直接お振込みください。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  オリエンテーションに参加する
受入国による書類審査を通過された方を対象に、１泊２日でオリエンテーションを実施します。
参加者のオリエンテーションへの参加は必須です。欠席の場合は、プログラムにご参加いただけませんのでご注
意ください。

〈参加者対象オリエンテーション〉（参加必須）

自己都合によるオリエンテーションの欠席は、原則としてお受けできません。

保護者の方を対象にしたオリエンテーションも実施します。会場は東京・愛知・大阪の３会場を予定しています。
参加は任意ですが、プログラムへの理解を深めるためにも、ぜひご参加ください。詳細は別途お知らせします。

〈保護者対象オリエンテーション〉（任意）

  渡航手続きが始まる
５月中～下旬に当協会指定の旅行代理店※から、旅程および渡航手続に関する案内が届きます。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  ホストファミリーが決定する
（対象：オーストラリア、カナダ、インド、中国）
（７月上旬～出発前）
参加生とホストファミリーの双方が有意義な体験を送ることができるよう参加生の英文書類をもとに受入国が、
慎重に組み合わせを考えます。配属作業には時間がかかりますので、ホストファミリーのお知らせは出発直前に
なる場合があります。また、一家庭に複数の参加生が配属される場合もありますので、予めご了承ください。
ホストファミリーは、無償で参加生を受け入れてくれる、ボランティア・ファミリーです。

  出発する
出発７～ 10日前には、指定の旅行代理店から旅程の最終案内が届きます。
グループで出発しますので、参加生は出発国際空港の指定された場所・時間に遅れないよう集合してください。
当協会および指定の旅行代理店から、渡航に関する説明・諸注意があります。出発国際空港から現地空港まで、
参加生のみの渡航となり、日本からの引率は添きませんが、出発空港では当協会や旅行会社のスタッフが出発を
補佐し、経由地では各空港で現地のスタッフが緊急時に備えて待機します。
※自己都合による出発日の変更や中途帰国はできません。

  帰国・帰国後交流会に参加する
日本到着後は、当協会指定の旅行代理店による点呼の後、流れ解散となります。後日、学生ボランティア主催の
帰国後交流会が予定されていますので、ぜひご参加ください。

ゼロイチキュウ
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トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース

　平成29年度官民協働海外留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース」では、日本
の高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校（１～３年次）、専修学校高等課程に在籍す
る日本人生徒等に対し、諸外国への留学に必要な費用の一部が奨学金等として支給されます。

AFSの短期派遣プログラムは、以下の応募分野に該当します。

詳細や募集要項はトビタテ！留学JAPANのホームページよりご覧ください。
トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース
www.tobitate.mext.go.jp/hs/
トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラムに関する質問やお申し込みは、すべて学校経由となります。
締切：2017年２月３日（金）
　　　新高校１年生向けアカデミック（テイクオフ）…2017年４月21日（金）

東　京
場　所

国立オリンピック記念青少年総合センター（予定）
日　時

６月17日（土）～６月18日（日）

東　京
愛　知
大　阪

日　時
６月17日（土）
６月17日（土）
６月10日（土）

  応募する
参加したい国・プログラムが決まったら、応募資格を確認し、応募書類を揃えたうえで、応募受付期間内にAFS
日本協会まで書類を郵送してください。

　  応募資格

１）プログラム参加時点で日本の高等学校に在籍し、年齢が各受入国の定める基準をみたしていること。

２）受入国に渡航可能な旅券を有するか、取得予定であること。

３）留学先での生活に心身ともに適応できる資質のあること。また、通常の授業に毎日出席し、2016年度の欠
席日数の合計が目安として15日以内であること。（※１）

４）「AFSの理念」（裏表紙の裏）に賛同し、受入国との相互理解に寄与すると共に、受入国の文化や言語を積極
的に学ぼうとする姿勢があること。

５）イギリスは実用英検２級、GTEC for Students 520、TOEIC®490またはTOEIC Bridge®150以上。アメ
リカは実用英検準２級、GTEC for students440、TOEIC®370またはTOEIC Bridge®134以上。その他の
国は実用英検3級、GTEC for students 300、TOEIC®320またはTOEIC Bridge®120以上の英語力を有す
ること。（※２）

６）オリエンテーション（6月17日～ 6月18日東京）に必ず参加できること。

※1 （今年度の）欠席日数の合計は、登校しても全授業に出席しない日数を含みます。なお、けがや病気が完治し、留学生活に支障がない場合
は考慮します。特にホームステイプログラムの場合、日常的な食品に重篤なアレルギーのある方、またペットと同居できない重症のペット
アレルギーの方は応募を受け付けられない場合があります。詳細は国別ページ「配属制限」でご確認ください。

※２上記以外の資格を有する方はお問い合わせください。また、資格試験を受験したことのない方は、イギリス・アメリカ以外であれば応募が
可能です。ただし、応募者多数の場合は証明書のある方が優先となります。

　  応募書類

１）AFS短期派遣プログラム申込書（P27）

２）応募課題（P28）
　　全項目について、必ず申込者本人がご記入ください。
　　１．AFSの短期派遣プログラムに参加しようと思った理由、参加にあたっての意気込み（日本語/400字程度）
　　２．未来のホストファミリー・友人たちへのメッセージ（英語）
　　３．AFSの短期派遣プログラムで「吸収したいこと・期待すること」及び自分が「現地で出会った人にして
　　　　あげたいこと」
　　※記入の際は黒ボールペンを使用してください（修正液使用可）。
　　※ワープロ不可。

３）英語能力証明書（コピー）
　　応募資格の5）及び※２をご確認ください。

４）選考手数料の振込金受領証（コピー）
　・選考手数料：6,480円
　・郵便振込口座番号　00130-5-610767　加入者名　AFSプログラム口座
　　銀行振込　ゆうちょ銀行〇一九店 当座　口座番号：0610767　加入者名：AFSプログラム口座
　　※同封の『払込取扱票』または郵便局・銀行備え付けの用紙をご利用ください。
　　　ATM、インターネットバンキング等でお振込みされる場合は、応募者本人の氏名を依頼人・振込人としてください。名義変更ができない

場合は、別途メールで振込内容（2017年短期の選考手数料）、振込日、応募者氏名をお知らせください。メールアドレス：info@afs.or.jp
　　※一旦お振込みいただいた選考手数料は事由のいかんにかかわらず払い戻しできません。

　  応募受付期間　
　選考は応募書類が到着した順に随時行います。締切日前であってもすでに定員に達している場合には応募受付を
終了いたします。
　募集状況はホームページ（http://www.afs.or.jp/）でご確認いただくか、お電話（03-6206-1913）でお問い
合わせください。

※定員に達しない場合は追加募集を行う可能性があります。

　  応募書類送付先 

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-22-14　ミツヤ虎の門ビル7F
公益財団法人AFS日本協会『短期派遣プログラム応募』係

  一次選考結果通知・受入国が内定する
応募書類送付後２週間を目途に、一次選考結果および合格者には派遣内定国を郵送でお知らせします。本プログラム
の選考で一度不合格になった方は、再受験はできません。

  プログラム関係費（第一次金）を振り込む
一次選考結果通知の発行日より２週間以内に、プログラム関係費のうち10万円をお振込みください。
※参加を取りやめる場合は、期限内に必ずご連絡ください。期限を過ぎた場合、取りやめの時期により辞退金が発生します。（P26）

  英文書類を作成・提出する
受入国での寮、ホストファミリー、研修施設・ホストスクールを決定するために、一次選考結果通知から約２週
間で各種英文書類や英文の健康診断書を提出していただきます（オンラインで作成する書類があります）。詳細
は一次選考に合格された方にご案内します。内定後の各種連絡は主にメールで行います。
※健康診断および英文健康診断書作成にかかる費用は自己負担になります。医療機関にもよりますが、10,000円程度かかります。

  「受入国書類審査通過のお知らせ」を受け取る
提出していただいた英文書類をもとに受入国事務所が書類審査を行い、６月末までに「受入国書類審査のお知ら
せ」をお送りします。
健康上あるいは家庭配属の制約事項が多いと受入国の審査に通過しないこともあります。

AFS短期派遣プログラム

オーストラリア

カナダ
アメリカ・サンディエゴ
アメリカ・メリーランド
インド
中国

海外の語学学校等のプログラムに参加するとともに、外国語を用
いて異文化交流を行うもの。
【主に外国語を学ぶプログラム】

海外の高等学校や大学のサマースクール等に参加し、外国語を用
いて様々な科目を学修するもの。
【主に外国語で学ぶプログラム】

トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース
分野名と内容

アカデミック
テイクオフ

アカデミック
ショート

※イギリスは現地プログラム開始日が７月31日となる予定のため、対象期間に満たず対象外。

  プログラム関係費（第二次金）を振り込む
「受入国書類審査通過のお知らせ」の発行日より２週間以内に、プログラム関係費の残金をお振込みください。
旅行代金は、指定の旅行代理店（※）との契約に基き、指定日までに旅行代理店に直接お振込みください。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  オリエンテーションに参加する
受入国による書類審査を通過された方を対象に、１泊２日でオリエンテーションを実施します。
参加者のオリエンテーションへの参加は必須です。欠席の場合は、プログラムにご参加いただけませんのでご注
意ください。

〈参加者対象オリエンテーション〉（参加必須）

自己都合によるオリエンテーションの欠席は、原則としてお受けできません。

保護者の方を対象にしたオリエンテーションも実施します。会場は東京・愛知・大阪の３会場を予定しています。
参加は任意ですが、プログラムへの理解を深めるためにも、ぜひご参加ください。詳細は別途お知らせします。

〈保護者対象オリエンテーション〉（任意）

  渡航手続きが始まる
５月中～下旬に当協会指定の旅行代理店※から、旅程および渡航手続に関する案内が届きます。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  ホストファミリーが決定する
（対象：オーストラリア、カナダ、インド、中国）
（７月上旬～出発前）
参加生とホストファミリーの双方が有意義な体験を送ることができるよう参加生の英文書類をもとに受入国が、
慎重に組み合わせを考えます。配属作業には時間がかかりますので、ホストファミリーのお知らせは出発直前に
なる場合があります。また、一家庭に複数の参加生が配属される場合もありますので、予めご了承ください。
ホストファミリーは、無償で参加生を受け入れてくれる、ボランティア・ファミリーです。

  出発する
出発７～ 10日前には、指定の旅行代理店から旅程の最終案内が届きます。
グループで出発しますので、参加生は出発国際空港の指定された場所・時間に遅れないよう集合してください。
当協会および指定の旅行代理店から、渡航に関する説明・諸注意があります。出発国際空港から現地空港まで、
参加生のみの渡航となり、日本からの引率は添きませんが、出発空港では当協会や旅行会社のスタッフが出発を
補佐し、経由地では各空港で現地のスタッフが緊急時に備えて待機します。
※自己都合による出発日の変更や中途帰国はできません。

  帰国・帰国後交流会に参加する
日本到着後は、当協会指定の旅行代理店による点呼の後、流れ解散となります。後日、学生ボランティア主催の
帰国後交流会が予定されていますので、ぜひご参加ください。
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トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース

　平成29年度官民協働海外留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース」では、日本
の高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校（１～３年次）、専修学校高等課程に在籍す
る日本人生徒等に対し、諸外国への留学に必要な費用の一部が奨学金等として支給されます。

AFSの短期派遣プログラムは、以下の応募分野に該当します。

詳細や募集要項はトビタテ！留学JAPANのホームページよりご覧ください。
トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース
www.tobitate.mext.go.jp/hs/
トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラムに関する質問やお申し込みは、すべて学校経由となります。
締切：2017年２月３日（金）
　　　新高校１年生向けアカデミック（テイクオフ）…2017年４月21日（金）

東　京
場　所

国立オリンピック記念青少年総合センター（予定）
日　時

６月17日（土）～６月18日（日）

東　京
愛　知
大　阪

日　時
６月17日（土）
６月17日（土）
６月10日（土）

  応募する
参加したい国・プログラムが決まったら、応募資格を確認し、応募書類を揃えたうえで、応募受付期間内にAFS
日本協会まで書類を郵送してください。

　  応募資格

１）プログラム参加時点で日本の高等学校に在籍し、年齢が各受入国の定める基準をみたしていること。

２）受入国に渡航可能な旅券を有するか、取得予定であること。

３）留学先での生活に心身ともに適応できる資質のあること。また、通常の授業に毎日出席し、2016年度の欠
席日数の合計が目安として15日以内であること。（※１）

４）「AFSの理念」（裏表紙の裏）に賛同し、受入国との相互理解に寄与すると共に、受入国の文化や言語を積極
的に学ぼうとする姿勢があること。

５）イギリスは実用英検２級、GTEC for Students 520、TOEIC®490またはTOEIC Bridge®150以上。アメ
リカは実用英検準２級、GTEC for students440、TOEIC®370またはTOEIC Bridge®134以上。その他の
国は実用英検3級、GTEC for students 300、TOEIC®320またはTOEIC Bridge®120以上の英語力を有す
ること。（※２）

６）オリエンテーション（6月17日～ 6月18日東京）に必ず参加できること。

※1 （今年度の）欠席日数の合計は、登校しても全授業に出席しない日数を含みます。なお、けがや病気が完治し、留学生活に支障がない場合
は考慮します。特にホームステイプログラムの場合、日常的な食品に重篤なアレルギーのある方、またペットと同居できない重症のペット
アレルギーの方は応募を受け付けられない場合があります。詳細は国別ページ「配属制限」でご確認ください。

※２上記以外の資格を有する方はお問い合わせください。また、資格試験を受験したことのない方は、イギリス・アメリカ以外であれば応募が
可能です。ただし、応募者多数の場合は証明書のある方が優先となります。

　  応募書類

１）AFS短期派遣プログラム申込書（P27）

２）応募課題（P28）
　　全項目について、必ず申込者本人がご記入ください。
　　１．AFSの短期派遣プログラムに参加しようと思った理由、参加にあたっての意気込み（日本語/400字程度）
　　２．未来のホストファミリー・友人たちへのメッセージ（英語）
　　３．AFSの短期派遣プログラムで「吸収したいこと・期待すること」及び自分が「現地で出会った人にして
　　　　あげたいこと」
　　※記入の際は黒ボールペンを使用してください（修正液使用可）。
　　※ワープロ不可。

３）英語能力証明書（コピー）
　　応募資格の5）及び※２をご確認ください。

４）選考手数料の振込金受領証（コピー）
　・選考手数料：6,480円
　・郵便振込口座番号　00130-5-610767　加入者名　AFSプログラム口座
　　銀行振込　ゆうちょ銀行〇一九店 当座　口座番号：0610767　加入者名：AFSプログラム口座
　　※同封の『払込取扱票』または郵便局・銀行備え付けの用紙をご利用ください。
　　　ATM、インターネットバンキング等でお振込みされる場合は、応募者本人の氏名を依頼人・振込人としてください。名義変更ができない

場合は、別途メールで振込内容（2017年短期の選考手数料）、振込日、応募者氏名をお知らせください。メールアドレス：info@afs.or.jp
　　※一旦お振込みいただいた選考手数料は事由のいかんにかかわらず払い戻しできません。

　  応募受付期間　
　選考は応募書類が到着した順に随時行います。締切日前であってもすでに定員に達している場合には応募受付を
終了いたします。

　募集状況はホームページ（http://www.afs.or.jp/）でご確認いただくか、お電話（03-6206-1913）でお問い
合わせください。

※定員に達しない場合は追加募集を行う可能性があります。

　  応募書類送付先 

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-22-14　ミツヤ虎の門ビル7F
公益財団法人AFS日本協会『短期派遣プログラム応募』係

  一次選考結果通知・受入国が内定する
応募書類送付後２週間を目途に、一次選考結果および合格者には派遣内定国を郵送でお知らせします。本プログラム
の選考で一度不合格になった方は、再受験はできません。

  プログラム関係費（第一次金）を振り込む
一次選考結果通知の発行日より２週間以内に、プログラム関係費のうち10万円をお振込みください。
※参加を取りやめる場合は、期限内に必ずご連絡ください。期限を過ぎた場合、取りやめの時期により辞退金が発生します。（P26）

  英文書類を作成・提出する
受入国での寮、ホストファミリー、研修施設・ホストスクールを決定するために、一次選考結果通知から約２週
間で各種英文書類や英文の健康診断書を提出していただきます（オンラインで作成する書類があります）。詳細
は一次選考に合格された方にご案内します。内定後の各種連絡は主にメールで行います。
※健康診断および英文健康診断書作成にかかる費用は自己負担になります。医療機関にもよりますが、10,000円程度かかります。

  「受入国書類審査通過のお知らせ」を受け取る
提出していただいた英文書類をもとに受入国事務所が書類審査を行い、６月末までに「受入国書類審査のお知ら
せ」をお送りします。
健康上あるいは家庭配属の制約事項が多いと受入国の審査に通過しないこともあります。

AFS短期派遣プログラム

オーストラリア

カナダ
アメリカ・サンディエゴ
アメリカ・メリーランド
インド
中国

海外の語学学校等のプログラムに参加するとともに、外国語を用
いて異文化交流を行うもの。
【主に外国語を学ぶプログラム】

海外の高等学校や大学のサマースクール等に参加し、外国語を用
いて様々な科目を学修するもの。
【主に外国語で学ぶプログラム】

トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　高校生コース
分野名と内容

アカデミック
テイクオフ

アカデミック
ショート

※イギリスは現地プログラム開始日が７月31日となる予定のため、対象期間に満たず対象外。

  プログラム関係費（第二次金）を振り込む
「受入国書類審査通過のお知らせ」の発行日より２週間以内に、プログラム関係費の残金をお振込みください。
旅行代金は、指定の旅行代理店（※）との契約に基き、指定日までに旅行代理店に直接お振込みください。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  オリエンテーションに参加する
受入国による書類審査を通過された方を対象に、１泊２日でオリエンテーションを実施します。
参加者のオリエンテーションへの参加は必須です。欠席の場合は、プログラムにご参加いただけませんのでご注
意ください。

〈参加者対象オリエンテーション〉（参加必須）

自己都合によるオリエンテーションの欠席は、原則としてお受けできません。

保護者の方を対象にしたオリエンテーションも実施します。会場は東京・愛知・大阪の３会場を予定しています。
参加は任意ですが、プログラムへの理解を深めるためにも、ぜひご参加ください。詳細は別途お知らせします。

〈保護者対象オリエンテーション〉（任意）

  渡航手続きが始まる
５月中～下旬に当協会指定の旅行代理店※から、旅程および渡航手続に関する案内が届きます。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

  ホストファミリーが決定する
（対象：オーストラリア、カナダ、インド、中国）
（７月上旬～出発前）
参加生とホストファミリーの双方が有意義な体験を送ることができるよう参加生の英文書類をもとに受入国が、
慎重に組み合わせを考えます。配属作業には時間がかかりますので、ホストファミリーのお知らせは出発直前に
なる場合があります。また、一家庭に複数の参加生が配属される場合もありますので、予めご了承ください。
ホストファミリーは、無償で参加生を受け入れてくれる、ボランティア・ファミリーです。

  出発する
出発７～ 10日前には、指定の旅行代理店から旅程の最終案内が届きます。
グループで出発しますので、参加生は出発国際空港の指定された場所・時間に遅れないよう集合してください。
当協会および指定の旅行代理店から、渡航に関する説明・諸注意があります。出発国際空港から現地空港まで、
参加生のみの渡航となり、日本からの引率は添きませんが、出発空港では当協会や旅行会社のスタッフが出発を
補佐し、経由地では各空港で現地のスタッフが緊急時に備えて待機します。
※自己都合による出発日の変更や中途帰国はできません。

  帰国・帰国後交流会に参加する
日本到着後は、当協会指定の旅行代理店による点呼の後、流れ解散となります。後日、学生ボランティア主催の
帰国後交流会が予定されていますので、ぜひご参加ください。
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〈スケジュール例〉
8：00-9：00時間割 9：00-10：40 10：40-11：10 11：10-11：30 11：30-12：30

英文法内容 英語研修と
アクティビティ ゲーム 休憩 オーラル

12：30-13：50

ロールプレイ

★

参考

国別プログラム案内

プログラムの特徴
・インドの文化、歴史、伝統への理解を深める体験型プログラムです。人と違ったことがしてみたいというチャレンジ
精神旺盛な方に最適です。
・デリーのホストファミリーに滞在しながら、市内の名門校で英語やインドの伝統文化を学びます。
・高校内で使用する言語はすべて英語です。英語に親しみながら、英語で自信をもってコミュニケーションをとる姿勢
を身に付けることができます。
・ホストブラザー／ホストシスターが参加者のバディとなります。
・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。 

期　　間 ： 2017年7月22日（土）～ 8月21日（月）
募集人数：10人
対　　象：高校生（出発時点で 17才 5か月まで）

ホストファミリーはプログラム開催校が決定します。また、ホストファミリーはAFSの基準を満たしたボランティアで、
参加生を家族の一員として迎えます。
ホームステイをしながら、デリー市内の名門校に通学します。ホストファミリーの宗教は60%がヒンドゥー教、20%がイ
スラム教、10%がキリスト教、10%がその他の宗教です。大半の家庭がベジタリアンで卵なども食べません。ホストファ
ミリーの決定は、慎重な配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合があります。

高校に通学しながら実践的な英語を学びます。また、インド文化、芸術、音楽にふれながら、語学力のさらなる向上を
めざします。本場でヨガやインドのダンスなどの体験を通して、体も心もリフレッシュした毎日をすごせます。日本から
の参加生は原則同じクラスで研修を受けますが、授業中は英語のみで会話をするよう指導を受けます。学校の集会など
で現地の生徒と交流する機会があります。

学校の奉仕活動への参加やダンスの発表会が開催されることがあります。インドの学校の授業は午後２時頃まで行い、
その後各ホストファミリーへ戻ります。ホストファミリーとの外出は夕方以降の場合が多くなります。授業外の時間や週
末を利用して、AFSインドが市内名所や博物館見学を計画します。また、タージ・マハルへの旅行が予定されています。

配属の傾向

語学研修

その他の活動内容

インドの一般情報
在日インド大使館ホームページ
http://www.indembassy-tokyo.gov.in/
外務省ホームページ：インド
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/

配属制限

　インドは2013年から派遣を開始しました。チャレンジ精
神旺盛な方の応募をお待ちしています。アジアの大国イン
ドで英語を学びながらアジアの将来を考えてみましょう。
インドの６～８月は雨季で気温も高いため、服装や体調管
理に気をつけましょう。課外活動時には長袖の着用をおす
すめします。

〔アドバイス〕

インドプログラム
インドの高校生の熱気を肌で感じながら、
英語と伝統文化を学ぼう

•インドの人は本当に親切で優しい人ばかりで、ホスト
ファミリーの親戚など集まった時もたくさん話しかけて
くれて、とても温かい人たちがたくさんいる国でした。

•頭だけでなく実際に見たことによりさらに理解が深まっ
た。

インドに行って最も衝撃的だったのは、貧富の差です。インドはカースト制
度（憲法上は認めていない）が根強く残っていて、貧富の差が限りなく大き
いです。路上で働く小学生、食べ物を求める小学生…。日本では絶対に見ら
れない光景を目の当たりにし、言葉を失いました。他にも湿度を伴った暑
さ、スパイスがふんだんに効いた料理、日本人と違った時間感覚等、現地で
経験した全てのことが驚きでした。今回の留学で、私は語学力だけではなく
海外に対する自分の固定概念の解消、コミュニケーション能力等、様々な面
で成長できたと思います。私は発展途上国に留学に行くのも、日本では見ら
れない一面を数多く見られるため貴重な経験ができると思います。

参加国への印象

•行きたいという気持ちがあるなら絶対行くべきだと思い
ます。高校生での経験はとても貴重だと思います。チャ
ンスはいましかないので…。

•インドは日本人が持つ印象とはかけ離れていることが多
くあります。また、日本で通用する当たり前は現地では
通用せず、カルチャーショックを直に受けると思いま
す。しかし、人生の糧となる経験をたくさんすることが
できると思います。頑張ってください。

後輩へのメッセージ

年齢制限ホームステイ初級英語・文化研修

過去の参加者の動画はこちらから
http://ow.ly/V832N 検索

乳製品を多く摂取する家庭が多いため、乳製品へのアレ
ルギーのある方は参加が難しくなります。

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

236,000円
210,000円
446,000円

せっかく留学するのであれば日本とは全然違うところへ行こう。そんな風になん
となく思い立ってAFSインドに応募しました。この決断は間違いではなかったと
今思っています。インドは著しい経済成長を続けている世界中が注目するホット
な国です。そんな国で４週間滞在することは日本での生活とは異なり、驚くこと
ばかりでした。学校では英語やインド文化の授業があり、英語で英語を学んだり
インドの歴史を学びました。優しい先生や面白い先生ばかりの楽しい授業で、英
語で英語を教わるのは初めてで新鮮でした。現地の学生さんにたくさん話しかけ
てもらえて、すぐに友達ができ、毎朝楽しくスポーツができました。語りつくせ
ないほど多くのことを学び、これからの進路の大きなヒントにもなりました。

体験談

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  ホームステイ先ではどんな食事が出ましたか？
•チャパティーと呼ばれるナンのようなものを、ダルと
呼ばれるカレーのようなものにつけて、ヨーグルトと
一緒に食べた。

•ホストマザーが作ってくれたものや、兄弟からアドバ
イスをもらった食べ物を食べた。

•ベジタリアンの家庭で、カレーにお肉が入ることはな
かったですが、様々な種類のカレーがあり飽きること
がなく、インドカレー好きの私にとっては毎日食事が
楽しみでした。

　  自由時間は何をして過ごしましたか？
•バディが家にいるときは日本の写真を一緒に見たり、
映画を見たりした。

•週末は有名な寺院に連れて行ってもらった。
•バディと共に友達の誕生日パーティーに参加したり、
ショッピングに行ったりした。

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

変わった！
80％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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〈スケジュール例〉
8：00-9：00時間割 9：00-10：40 10：40-11：10 11：10-11：30 11：30-12：30

英文法内容 英語研修と
アクティビティ ゲーム 休憩 オーラル

12：30-13：50

ロールプレイ

★

参考

国別プログラム案内

プログラムの特徴
・インドの文化、歴史、伝統への理解を深める体験型プログラムです。人と違ったことがしてみたいというチャレンジ
精神旺盛な方に最適です。

・デリーのホストファミリーに滞在しながら、市内の名門校で英語やインドの伝統文化を学びます。
・高校内で使用する言語はすべて英語です。英語に親しみながら、英語で自信をもってコミュニケーションをとる姿勢
を身に付けることができます。

・ホストブラザー／ホストシスターが参加者のバディとなります。
・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。 

期　　間 ： 2017年7月22日（土）～ 8月21日（月）
募集人数：10人
対　　象：高校生（出発時点で 17才 5か月まで）

ホストファミリーはプログラム開催校が決定します。また、ホストファミリーはAFSの基準を満たしたボランティアで、
参加生を家族の一員として迎えます。
ホームステイをしながら、デリー市内の名門校に通学します。ホストファミリーの宗教は60%がヒンドゥー教、20%がイ
スラム教、10%がキリスト教、10%がその他の宗教です。大半の家庭がベジタリアンで卵なども食べません。ホストファ
ミリーの決定は、慎重な配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合があります。

高校に通学しながら実践的な英語を学びます。また、インド文化、芸術、音楽にふれながら、語学力のさらなる向上を
めざします。本場でヨガやインドのダンスなどの体験を通して、体も心もリフレッシュした毎日をすごせます。日本から
の参加生は原則同じクラスで研修を受けますが、授業中は英語のみで会話をするよう指導を受けます。学校の集会など
で現地の生徒と交流する機会があります。

学校の奉仕活動への参加やダンスの発表会が開催されることがあります。インドの学校の授業は午後２時頃まで行い、
その後各ホストファミリーへ戻ります。ホストファミリーとの外出は夕方以降の場合が多くなります。授業外の時間や週
末を利用して、AFSインドが市内名所や博物館見学を計画します。また、タージ・マハルへの旅行が予定されています。

配属の傾向

語学研修

その他の活動内容

インドの一般情報
在日インド大使館ホームページ
http://www.indembassy-tokyo.gov.in/
外務省ホームページ：インド
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/

配属制限

　インドは2013年から派遣を開始しました。チャレンジ精
神旺盛な方の応募をお待ちしています。アジアの大国イン
ドで英語を学びながらアジアの将来を考えてみましょう。
インドの６～８月は雨季で気温も高いため、服装や体調管
理に気をつけましょう。課外活動時には長袖の着用をおす
すめします。

〔アドバイス〕

インドプログラム
インドの高校生の熱気を肌で感じながら、
英語と伝統文化を学ぼう

•インドの人は本当に親切で優しい人ばかりで、ホスト
ファミリーの親戚など集まった時もたくさん話しかけて
くれて、とても温かい人たちがたくさんいる国でした。
•頭だけでなく実際に見たことによりさらに理解が深まっ
た。

インドに行って最も衝撃的だったのは、貧富の差です。インドはカースト制
度（憲法上は認めていない）が根強く残っていて、貧富の差が限りなく大き
いです。路上で働く小学生、食べ物を求める小学生…。日本では絶対に見ら
れない光景を目の当たりにし、言葉を失いました。他にも湿度を伴った暑
さ、スパイスがふんだんに効いた料理、日本人と違った時間感覚等、現地で
経験した全てのことが驚きでした。今回の留学で、私は語学力だけではなく
海外に対する自分の固定概念の解消、コミュニケーション能力等、様々な面
で成長できたと思います。私は発展途上国に留学に行くのも、日本では見ら
れない一面を数多く見られるため貴重な経験ができると思います。

参加国への印象

•行きたいという気持ちがあるなら絶対行くべきだと思い
ます。高校生での経験はとても貴重だと思います。チャ
ンスはいましかないので…。
•インドは日本人が持つ印象とはかけ離れていることが多
くあります。また、日本で通用する当たり前は現地では
通用せず、カルチャーショックを直に受けると思いま
す。しかし、人生の糧となる経験をたくさんすることが
できると思います。頑張ってください。

後輩へのメッセージ

年齢制限ホームステイ初級英語・文化研修

過去の参加者の動画はこちらから
http://ow.ly/V832N 検索

乳製品を多く摂取する家庭が多いため、乳製品へのアレ
ルギーのある方は参加が難しくなります。

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

236,000円
210,000円
446,000円

せっかく留学するのであれば日本とは全然違うところへ行こう。そんな風になん
となく思い立ってAFSインドに応募しました。この決断は間違いではなかったと
今思っています。インドは著しい経済成長を続けている世界中が注目するホット
な国です。そんな国で４週間滞在することは日本での生活とは異なり、驚くこと
ばかりでした。学校では英語やインド文化の授業があり、英語で英語を学んだり
インドの歴史を学びました。優しい先生や面白い先生ばかりの楽しい授業で、英
語で英語を教わるのは初めてで新鮮でした。現地の学生さんにたくさん話しかけ
てもらえて、すぐに友達ができ、毎朝楽しくスポーツができました。語りつくせ
ないほど多くのことを学び、これからの進路の大きなヒントにもなりました。

体験談

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  ホームステイ先ではどんな食事が出ましたか？
•チャパティーと呼ばれるナンのようなものを、ダルと
呼ばれるカレーのようなものにつけて、ヨーグルトと
一緒に食べた。

•ホストマザーが作ってくれたものや、兄弟からアドバ
イスをもらった食べ物を食べた。

•ベジタリアンの家庭で、カレーにお肉が入ることはな
かったですが、様々な種類のカレーがあり飽きること
がなく、インドカレー好きの私にとっては毎日食事が
楽しみでした。

　  自由時間は何をして過ごしましたか？
•バディが家にいるときは日本の写真を一緒に見たり、
映画を見たりした。

•週末は有名な寺院に連れて行ってもらった。
•バディと共に友達の誕生日パーティーに参加したり、
ショッピングに行ったりした。

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

変わった！
80％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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午前 サバイバル中国語講座

中国文化・伝統体験

ホストファミリーと
過ごす

午後

 月 火 水 木 金 土 日
参考 〈スケジュール例〉

★

★

プログラムの特徴
・一般的な中国語の語学研修とは異なり、日常生活に必要となる基本的で実践的な中国語を学び、研修中に活用しま
す。
・各国のAFS生約20名（イタリア、アメリカ、フランス、カナダなど）がプログラムに参加し、同じクラスでともに中
国の文化・伝統を体験し、中国のことをより深く知るプログラムです。
・天津または成都等の一般家庭に滞在します。
・アクティビティでの共通語は中国語と英語になりますので、基本的な英語力が求められます。
・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。

期　　間：2017年7月22日（土）～ 8月12日（土）
募集人数：5人
対　　象：高校生

 

天津または成都等でのホームステイとなります。アクティビティにはホストブラザーやホストシスターも一緒に参加しま
す。ホストファミリーはAFSの基準を満たしたボランティアで、参加生を家族の一員として迎えます。ホストファミリー
の決定は、慎重な配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合があります。

午前中は有資格の教師による中国語講座が開かれます。中国語の能力を高めるものではなく、中国で日常生活を送るた
めに必要な会話を中心とした「サバイバル中国語」を学びます。午後のアクティビティでは、習字、水墨画、伝統武術、
太極拳、調理実習、博物館見学などが予定されています。

配属の傾向

語学研修およびその他の活動内容

中国プログラム
「サバイバル中国語」を使いながら
各国の高校生と中国の伝統・文化を体験しよう

•留学前に思っていたよりも、中国では日本のものが多く
親しまれていた。

•もっと冷たい人が多いと思ってたが、優しくて面倒見の
良い人たちが多かった。

•テレビやニュースで見るよりも中国の人や生活はずっと
親しみやすかった。

参加国への印象

•中国にいいイメージを持ってる人は少ないと思うけど、
たくさんの知識を得たり、日本ではできない経験ができ
るから、行かずに後悔するくらいならトライした方が成
長できると思います。

•行ってみたら意外となんとかなる!あたたかい人たちに囲
まれて素敵な体験が出来るので、あまりオーバーに心配
しなくても大丈夫です。

後輩へのメッセージ

過去の参加者の動画はこちらから
goo.gl/52b4eA 検索

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

263,000円
114,000円
377,000円

中国というと多くの人が良いイメージをもっているわけではないと思います。私
も悪いイメージがなかったと言うと嘘になります。中国に対してのみんなのイ
メージを少しでも変えたいなと言うのと中国のことをもっと知りたいと言うのが
プログラムに参加した理由です。中国に行くのは初めてで、とてもワクワクして
いました。平日は学校に通いました。学校にはアメリカ、カナダ、イタリア、フ
ランス、中国の生徒がいました。英語も中国語も中途半端で、言いたいことがな
かなか表現できなくても、みんな一生懸命聞いてくれて、理解しようと努めてく
れていい人ばかりでした。また、日本から見た中国と他の国から見た中国はかな
り違うということもわかりました。
学校では英語が学生の公用語で、

午前中は中国の勉強で、午後は中国の文化について学びました。英語で中国
をまなび、とても刺激になりました。午後はカンフーや餃子を作ったりなど
の活動をしました。活動を通して中国だけでなく、他の国についても驚くこ
とばかりでした。ホストシスターは一人っ子で、兄弟がいないので私が家に
いることをとても喜んでくれました。一人っ子政策の影響でほとんどが一
人っ子で、兄弟の代わりに、従兄弟を兄弟とみんな言っていました。シス
ターは日本語を勉強中で、私が中国語を聞いたら、シスターは日本語では？
といつも聞き返してくれました。自分の国について興味をもってもらえるっ
てこんなに嬉しいのだということに改めて気づきました。

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

体験談

変わった！
100％

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  ホームステイ先ではどんな食事が出ましたか？
•主にホストマザーが作った家庭料理でした。自分の取
り皿に食べたい分だけ取るシステムでした。主食は米
やマントウ、麺、パン（朝食にしばしば）。

•おかゆ、チャーハン、パン、揚げパン、炒めもの、野
菜、スープ、フルーツなど。

　  課外授業で面白かったものは何ですか？
•保育園にいって、日本の歌を教えたこと。
•餃子を皮から作ったこと。
•どのアクティビティもとても面白くて興味深かったの
ですが、特に面白かったのは学校の外の施設に訪れる
機会でした。現地で親しまれるものを体験することが
できたほか、色々な生徒と話すことが出来る時間だっ
たから。

ホームステイカントリーミックス初級中国語・文化研修

中国の一般情報
中華人民共和国駐日本国大使館ホームページ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
外務省ホームページ：中華人民共和国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/

配属制限

「自分自身で体験してみて、テレビで見ていただけの中国
とは大違いだとわかった」（イタリアからの参加者）
「想像を超えた体験をし、自分がもう中国の文化の一部に
融合したようだった。第二の家族とたくさんの友人を得た」
（イタリアからの参加者）
「素晴らしい体験をしたけれど、まだまだ未知の魅力がた
くさんあるすごい国！」（アメリカからの参加者）
　このプログラムは世界各国のAFS生が参加し、すでに何
年も続いているものです。隣国の友人・中国の伝統文化をよ
り深く理解できる機会になることでしょう。

〔アドバイス〕

配属家庭によっては小麦やナッツ類が比較的多く食卓に
並ぶことがあります。

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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午前 サバイバル中国語講座

中国文化・伝統体験

ホストファミリーと
過ごす

午後

 月 火 水 木 金 土 日
参考 〈スケジュール例〉

★

★

プログラムの特徴
・一般的な中国語の語学研修とは異なり、日常生活に必要となる基本的で実践的な中国語を学び、研修中に活用しま
す。

・各国のAFS生約20名（イタリア、アメリカ、フランス、カナダなど）がプログラムに参加し、同じクラスでともに中
国の文化・伝統を体験し、中国のことをより深く知るプログラムです。

・天津または成都等の一般家庭に滞在します。
・アクティビティでの共通語は中国語と英語になりますので、基本的な英語力が求められます。
・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。

期　　間：2017年7月22日（土）～ 8月12日（土）
募集人数：5人
対　　象：高校生

 

天津または成都等でのホームステイとなります。アクティビティにはホストブラザーやホストシスターも一緒に参加しま
す。ホストファミリーはAFSの基準を満たしたボランティアで、参加生を家族の一員として迎えます。ホストファミリー
の決定は、慎重な配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合があります。

午前中は有資格の教師による中国語講座が開かれます。中国語の能力を高めるものではなく、中国で日常生活を送るた
めに必要な会話を中心とした「サバイバル中国語」を学びます。午後のアクティビティでは、習字、水墨画、伝統武術、
太極拳、調理実習、博物館見学などが予定されています。

配属の傾向

語学研修およびその他の活動内容

中国プログラム
「サバイバル中国語」を使いながら
各国の高校生と中国の伝統・文化を体験しよう

•留学前に思っていたよりも、中国では日本のものが多く
親しまれていた。
•もっと冷たい人が多いと思ってたが、優しくて面倒見の
良い人たちが多かった。
•テレビやニュースで見るよりも中国の人や生活はずっと
親しみやすかった。

参加国への印象

•中国にいいイメージを持ってる人は少ないと思うけど、
たくさんの知識を得たり、日本ではできない経験ができ
るから、行かずに後悔するくらいならトライした方が成
長できると思います。
•行ってみたら意外となんとかなる!あたたかい人たちに囲
まれて素敵な体験が出来るので、あまりオーバーに心配
しなくても大丈夫です。

後輩へのメッセージ

過去の参加者の動画はこちらから
goo.gl/52b4eA 検索

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

263,000円
114,000円
377,000円

中国というと多くの人が良いイメージをもっているわけではないと思います。私
も悪いイメージがなかったと言うと嘘になります。中国に対してのみんなのイ
メージを少しでも変えたいなと言うのと中国のことをもっと知りたいと言うのが
プログラムに参加した理由です。中国に行くのは初めてで、とてもワクワクして
いました。平日は学校に通いました。学校にはアメリカ、カナダ、イタリア、フ
ランス、中国の生徒がいました。英語も中国語も中途半端で、言いたいことがな
かなか表現できなくても、みんな一生懸命聞いてくれて、理解しようと努めてく
れていい人ばかりでした。また、日本から見た中国と他の国から見た中国はかな
り違うということもわかりました。
学校では英語が学生の公用語で、

午前中は中国の勉強で、午後は中国の文化について学びました。英語で中国
をまなび、とても刺激になりました。午後はカンフーや餃子を作ったりなど
の活動をしました。活動を通して中国だけでなく、他の国についても驚くこ
とばかりでした。ホストシスターは一人っ子で、兄弟がいないので私が家に
いることをとても喜んでくれました。一人っ子政策の影響でほとんどが一
人っ子で、兄弟の代わりに、従兄弟を兄弟とみんな言っていました。シス
ターは日本語を勉強中で、私が中国語を聞いたら、シスターは日本語では？
といつも聞き返してくれました。自分の国について興味をもってもらえるっ
てこんなに嬉しいのだということに改めて気づきました。

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

体験談

変わった！
100％

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  ホームステイ先ではどんな食事が出ましたか？
•主にホストマザーが作った家庭料理でした。自分の取
り皿に食べたい分だけ取るシステムでした。主食は米
やマントウ、麺、パン（朝食にしばしば）。

•おかゆ、チャーハン、パン、揚げパン、炒めもの、野
菜、スープ、フルーツなど。

　  課外授業で面白かったものは何ですか？
•保育園にいって、日本の歌を教えたこと。
•餃子を皮から作ったこと。
•どのアクティビティもとても面白くて興味深かったの
ですが、特に面白かったのは学校の外の施設に訪れる
機会でした。現地で親しまれるものを体験することが
できたほか、色々な生徒と話すことが出来る時間だっ
たから。

ホームステイカントリーミックス初級中国語・文化研修

中国の一般情報
中華人民共和国駐日本国大使館ホームページ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
外務省ホームページ：中華人民共和国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/

配属制限

「自分自身で体験してみて、テレビで見ていただけの中国
とは大違いだとわかった」（イタリアからの参加者）
「想像を超えた体験をし、自分がもう中国の文化の一部に
融合したようだった。第二の家族とたくさんの友人を得た」
（イタリアからの参加者）
「素晴らしい体験をしたけれど、まだまだ未知の魅力がた
くさんあるすごい国！」（アメリカからの参加者）
　このプログラムは世界各国のAFS生が参加し、すでに何
年も続いているものです。隣国の友人・中国の伝統文化をよ
り深く理解できる機会になることでしょう。

〔アドバイス〕

配属家庭によっては小麦やナッツ類が比較的多く食卓に
並ぶことがあります。

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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午前 英語研修
ホストファミリーと過ごす

午後 高校授業体験 高校授業体験 タスマニア
歴史学習

スポーツ・
調理実習

プレゼンテーション
実践

火 月 水 木 金 土 日
参考 〈スケジュール例〉

プログラムの特徴
・プログラムは現地の高等学校で実施されるため、通常授業を体験する機会にも恵まれます。
・日本人高校生のために特別に組まれたカリキュラムのため、英語研修は、原則として日本からの参加生のみのグルー
プで行います。

・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるのも日
本人ではなく、現地AFSスタッフです。長年、本プログラムを担当しているベテランのボランティアがサポートします。

・英語の学習だけでなくオーストラリア、主にタスマニアの自然や文化に親しむプログラムです。
・通学時は基本的に日本の学校の制服を着用します。

期　　間：2017年7月21日（金）～ 8月20日（日）
募集人数：15人
対　　象：高校生 

 
オーストラリア  タスマニアプログラム

タスマニア州に滞在します。自然豊かなタスマニアは野生動物の宝庫で、風光明媚な景観が訪れる人々を魅了していま
す。また海沿いには歴史を感じさせる小さな街が連なります。ホストファミリーはAFSの基準を満たしたボランティアで、
参加生を家族の一員として迎えます。ホストファミリーの年齢はさまざまで、子供のいない老夫婦やひとり親家庭の場合
もあります。ホストファミリーの決定は、慎重な配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合がありま
す。また、一家庭に日本からの参加生が複数滞在することもあります（配属に関するご希望は原則として承れません）。

タスマニアの高校（２校を予定）で、日本からのAFS生のために準備された、会話を中心にした英語の授業を合計60
時間（予定）受けて頂きます。授業は月曜日から金曜日まで行われます。英語を使ったロールプレイ、ゲームやクイズ
を盛り込んだ授業は毎年学生たちに人気です。

受入高校によって内容は異なりますが、高校の通常授業への参加体験、小旅行や近郊の農場見学、夕食会などのアク
ティビティが企画されています。

配属の傾向

語学研修

その他の活動内容

★

自然豊かなタスマニアで、
日本の生徒のための特別プログラムに参加しよう

学校初日、学校の前で車を降り教室に向かう途中、現地の子たちが皆、Helloと声を
かけてくれて仲間として私達を受け入れてくれた。午前は先生と私たちで英語の発音
を練習したりクッキング、オーストラリアやタスマニアについて学んだりした。午後
は現地の子と同じ授業を受けたりPrimary Schoolへ行ったりスポーツをした。 
すべての事が私にとって新しかった。現地の学校での生活はまるで自由のなかを生き
ているようだった。寛大な心を持った沢山のオーストラリア人の友達を作る事ができ
た。最後の別れ日ほど遣り切れない思いがした日はなかった。別れは辛かったけれ
ど、私は友情の輪を世界に広げられた事やこんなにもすばらしい友情を育むことの出
来た事を誇りに思う。

•はじめは凄く不安で私は一週間くらい馴染めなかったけど、本当にみ
んな親切で明るくて1ヶ月じゃ物足りないくらい良い経験になるので
頑張ってください！

•英語がもっと好きになります。そして自分を成長させてくれます。日
本に帰りたくないほどの素晴らしい経験が出来るので１日１日を大切
に過ごして欲しいです！

•最高の一言！！

後輩へのメッセージ

過去の参加者の体験談はこちらから
AFS短期留学体験談 検索

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

405,000円
218,000円
623,000円

私のホストファミリーは、口数は少ないけどとても優しいファザー、いつも私のこ
とを気にかけてくれるマザー、料理が上手でいつもおいしいバナナケーキを作っ
てくれた３人のシスター、いつも遊ぼうと誘ってくれる少しお茶目なブラザーでし
た。私の普段の生活は、とても忙しいものでした。朝6：30に起床し動物にエサを
あげ、朝ごはんを作ります。食べ終わったらランチを準備し、ホストシスターと一
緒に登校します。学校では現地の生徒と一緒に授業を受け、ランチタイムにはお
しゃべりをしたりカフェテリアに行ったりと、現地の子とほとんど同じ生活を送り
ました。タスマニアで過ごした１日１日はとても充実していました。この一ヶ月は
私にとってかけがえのない宝物であり一生忘れることは無いと思います。

体験談

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  印象に残ったことは何ですか？
•週に一度の旅行！
•４週間も一緒にいて慣れてきたのか、現地の
子達から恋愛相談をされたときはびっくりし
ました。

•現地の高校に通い、現地の子と遊んだこと。

　  週末はどのように過ごしましたか。
•テニスなどホストブラザーと一緒に体を動か
したり、ゲームをしました。

•国立公園、海、アドベンチャーワールドなど
に連れて行ってもらった。

•他の留学生の家族何組かと一緒に洞窟や滝を
見にいきました。

•オーストラリアについて詳しくなった。
•わからない単語が出てもわかる単語から相手が何を言ったのかがわか
るようになった。

•基本的な会話が自信をもって出来るようになった。街中で困ってる外
国人などに自信もって英語で説明などができるようになったと思う。

•英語の映画が字幕なしでもなんとなく理解できるようになった。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ホームステイ日本人向け英語研修

オーストラリアの一般情報
在日オーストラリア大使館ホームページ
http://www.australia.or.jp
外務省ホームページ：オーストラリア連邦
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/

配属制限

　オーストラリアでは多くの高校が制服を採用して
います。学校により日本の制服の着用を求められ
ます。制服がない場合は、通学にふさわしい華美
でない服装で参加してください。また、周りの教室
では通常の授業が行われています。日本の代表と
してマナーに気をつけ、有意義な異文化交流を楽
しんでください。プログラム期間の現地は冬で気温
が低いため、暖かい服装が必要となります。

〔アドバイス〕

卵や牛乳などオーストラリアの日常的な食品に重度のアレルギー
がある方は応募ができません。また99％の家庭が室内ペットを
飼っていますので、動物に対するアレルギーがあり、ペットとの
同居が困難な場合には応募を受け付けられない場合があります。

簡単だった
９％

ちょうど良いと
感じた
64％

難しかった
27％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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午前 英語研修
ホストファミリーと過ごす

午後 高校授業体験 高校授業体験 タスマニア
歴史学習

スポーツ・
調理実習

プレゼンテーション
実践

火 月 水 木 金 土 日
参考 〈スケジュール例〉

プログラムの特徴
・プログラムは現地の高等学校で実施されるため、通常授業を体験する機会にも恵まれます。
・日本人高校生のために特別に組まれたカリキュラムのため、英語研修は、原則として日本からの参加生のみのグルー
プで行います。

・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるのも日
本人ではなく、現地AFSスタッフです。長年、本プログラムを担当しているベテランのボランティアがサポートします。

・英語の学習だけでなくオーストラリア、主にタスマニアの自然や文化に親しむプログラムです。
・通学時は基本的に日本の学校の制服を着用します。

期　　間：2017年7月21日（金）～ 8月20日（日）
募集人数：15人
対　　象：高校生 

 
オーストラリア  タスマニアプログラム

タスマニア州に滞在します。自然豊かなタスマニアは野生動物の宝庫で、風光明媚な景観が訪れる人々を魅了していま
す。また海沿いには歴史を感じさせる小さな街が連なります。ホストファミリーはAFSの基準を満たしたボランティアで、
参加生を家族の一員として迎えます。ホストファミリーの年齢はさまざまで、子供のいない老夫婦やひとり親家庭の場合
もあります。ホストファミリーの決定は、慎重な配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合がありま
す。また、一家庭に日本からの参加生が複数滞在することもあります（配属に関するご希望は原則として承れません）。

タスマニアの高校（２校を予定）で、日本からのAFS生のために準備された、会話を中心にした英語の授業を合計60
時間（予定）受けて頂きます。授業は月曜日から金曜日まで行われます。英語を使ったロールプレイ、ゲームやクイズ
を盛り込んだ授業は毎年学生たちに人気です。

受入高校によって内容は異なりますが、高校の通常授業への参加体験、小旅行や近郊の農場見学、夕食会などのアク
ティビティが企画されています。

配属の傾向

語学研修

その他の活動内容

★

自然豊かなタスマニアで、
日本の生徒のための特別プログラムに参加しよう

学校初日、学校の前で車を降り教室に向かう途中、現地の子たちが皆、Helloと声を
かけてくれて仲間として私達を受け入れてくれた。午前は先生と私たちで英語の発音
を練習したりクッキング、オーストラリアやタスマニアについて学んだりした。午後
は現地の子と同じ授業を受けたりPrimary Schoolへ行ったりスポーツをした。 
すべての事が私にとって新しかった。現地の学校での生活はまるで自由のなかを生き
ているようだった。寛大な心を持った沢山のオーストラリア人の友達を作る事ができ
た。最後の別れ日ほど遣り切れない思いがした日はなかった。別れは辛かったけれ
ど、私は友情の輪を世界に広げられた事やこんなにもすばらしい友情を育むことの出
来た事を誇りに思う。

•はじめは凄く不安で私は一週間くらい馴染めなかったけど、本当にみ
んな親切で明るくて1ヶ月じゃ物足りないくらい良い経験になるので
頑張ってください！
•英語がもっと好きになります。そして自分を成長させてくれます。日
本に帰りたくないほどの素晴らしい経験が出来るので１日１日を大切
に過ごして欲しいです！
•最高の一言！！

後輩へのメッセージ

過去の参加者の体験談はこちらから
AFS短期留学体験談 検索

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

405,000円
218,000円
623,000円

私のホストファミリーは、口数は少ないけどとても優しいファザー、いつも私のこ
とを気にかけてくれるマザー、料理が上手でいつもおいしいバナナケーキを作っ
てくれた３人のシスター、いつも遊ぼうと誘ってくれる少しお茶目なブラザーでし
た。私の普段の生活は、とても忙しいものでした。朝6：30に起床し動物にエサを
あげ、朝ごはんを作ります。食べ終わったらランチを準備し、ホストシスターと一
緒に登校します。学校では現地の生徒と一緒に授業を受け、ランチタイムにはお
しゃべりをしたりカフェテリアに行ったりと、現地の子とほとんど同じ生活を送り
ました。タスマニアで過ごした１日１日はとても充実していました。この一ヶ月は
私にとってかけがえのない宝物であり一生忘れることは無いと思います。

体験談

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  印象に残ったことは何ですか？
•週に一度の旅行！
•４週間も一緒にいて慣れてきたのか、現地の
子達から恋愛相談をされたときはびっくりし
ました。

•現地の高校に通い、現地の子と遊んだこと。

　  週末はどのように過ごしましたか。
•テニスなどホストブラザーと一緒に体を動か
したり、ゲームをしました。

•国立公園、海、アドベンチャーワールドなど
に連れて行ってもらった。

•他の留学生の家族何組かと一緒に洞窟や滝を
見にいきました。

•オーストラリアについて詳しくなった。
•わからない単語が出てもわかる単語から相手が何を言ったのかがわか
るようになった。
•基本的な会話が自信をもって出来るようになった。街中で困ってる外
国人などに自信もって英語で説明などができるようになったと思う。
•英語の映画が字幕なしでもなんとなく理解できるようになった。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ホームステイ日本人向け英語研修

オーストラリアの一般情報
在日オーストラリア大使館ホームページ
http://www.australia.or.jp
外務省ホームページ：オーストラリア連邦
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/

配属制限

　オーストラリアでは多くの高校が制服を採用して
います。学校により日本の制服の着用を求められ
ます。制服がない場合は、通学にふさわしい華美
でない服装で参加してください。また、周りの教室
では通常の授業が行われています。日本の代表と
してマナーに気をつけ、有意義な異文化交流を楽
しんでください。プログラム期間の現地は冬で気温
が低いため、暖かい服装が必要となります。

〔アドバイス〕

卵や牛乳などオーストラリアの日常的な食品に重度のアレルギー
がある方は応募ができません。また99％の家庭が室内ペットを
飼っていますので、動物に対するアレルギーがあり、ペットとの
同居が困難な場合には応募を受け付けられない場合があります。

簡単だった
９％

ちょうど良いと
感じた
64％

難しかった
27％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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★

参考

〈平日のスケジュール例〉
8：00-8：45 9：00-12：00 12：15-13：00 13：00-18：00 18：00-18：45 19：00時間割

朝食 英語研修 昼食 実践活動 夕食 自習又は会話実習内容

〈休日のスケジュール例〉
9：15-10：00 10：00-18：00 18：00-19：00 19：00-時間割

朝食 課外活動他、昼食 夕食 自由時間内容

プログラムの特徴
・他国のAFS生と一緒に名門カリフォルニア大学サンディエゴ校の寮に滞在します（ルームメートの配属は現地到着後
に発表されます）。自分のことは自分でする自立性が求められます。

・アメリカや海外の大学進学を考えている方には、体験型プログラムとして最適です。
・１日３時間の英語のレッスンに加え、学んだ英語を使用した実践的なアクティビティが毎日計画されています。
・『AFS Global Prep Program』として、21世紀グローバル・シティズン（地球市民）を目指すプログラムです。
・キャンパス内に24時間体制のAFSサポート窓口が設けられます。
・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。

期　　間：2017年7月17日（月）～ 8月13日（日）
募集人数：15人
対　　象：高校生

 

カリフォルニア大学サンディエゴ校の寮に滞在します。各国のAFS生（イタリア、アルゼンチン、中国、カナダ、スイス
など）約60名と部屋をシェアしながら集団生活をして頂きますので、自主性と協調性が求められます。寮にはランドリー
ルームや共同スペースも完備されています。また、寮の各部屋には、ベッドリネンが用意されています。

英語研修は大学施設の一部で行われます。到着後、生徒の英語レベルに合わせてクラス分けが行われ、教材が配布さ
れます。参加者はレベル別に分けられたクラスで１日３時間の英語授業に参加します。また、週ごとのテーマに沿った授
業を受けます（予定されるテーマ：環境・芸術・時事問題・ポップカルチャー）。上級クラスではプレゼンテーションや
ディスカッションが中心です。プログラム終了時には、英語プログラム参加修了証を受け取ることができます。午後や夕
方には、英語プログラム同様のテーマに沿って、様々な活動（例：野球観戦、芸術鑑賞、エコ活動等）に参加し、午
前中の授業で学んだ語学力を実践で活かして頂きます。ビーチでの活動があるので水着が必要です。ロサンゼルスへの
一泊旅行（遊園地等予定）が予定されています。

配属の傾向

語学研修およびその他の活動内容

学内では、インターネットに接続が可能です。AFS-USA のルールを
守って使用してください。キャンパス内にあるスイミングプール、ス
ポーツ施設、図書館などが利用可能です。大学施設を使用できるの
でアカデミックな環境で生活ができます。同じ国の生徒同士で固まり
がちですが、グループディスカッションや活動を通して各国に友人をつ
くるチャンスですので、日本人同士でも日本語での会話は避け、他国
のAFS生たちともどんどん仲良くなりましょう。

〔アドバイス〕

アメリカ（サンディエゴ）プログラム
海外の大学進学を考えている方に最適！ 
英語を学びながらキャンパスライフを体験しよう。

アメリカの一般情報
在日米国大使館ホームページ
http://japanese.japan.usembassy.gov/
外務省ホームページ：アメリカ合衆国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/

サンディエゴでの日々はとても充実していました。
平日は午前中授業を受け、午後はビーチに行ったり、ショッピングモールで買い物をし
たり、様々なアクティビティをしました。私はイタリア語を話すイタリア人とスペイン語
を話すアルゼンチン人と一緒に生活をしていたので、イタリア語もスペイン語もたくさ
ん教わり、どちらの言語も似ている点が多いことに気づきました。慣れてくると、１から
10まで数えたり、相手の言語であいさつをしてみたりできるようになりました。帰国の
時、涙が止まりませんでした。人生であんなに泣いたことはないだろうというくらい、悲
しくて、寂しくて、泣きました。留学で出会った素晴らしい仲間、一生忘れない最高の思
い出を、本当にありがとう。また会える日を楽しみにしています。

•留学のはじめのほうは、英語が聞き取れなかったり、常に緊張して
いたりと不安になることが多いと思うけれど、だんだん慣れてき
て、最後には最高の思い出になると思うので、悔いのないように全
力で楽しんできてほしいです！

•日本で話を聞くよりも実際現地に行ってみると、とても生き生きし
た環境で、とても充実した生活が送れます。参加生みんなが空港に
向かう際、みんなが号泣するほど楽しいプログラムです。実際に私
も２ヶ月ほどサンディエゴロスが続きそうなほどです！

後輩へのメッセージ

過去の参加者の体験談はこちらから
AFS短期留学体験談 検索

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

578,000円
238,000円
816,000円

留学を通して学んだことを２つ記したいと思います。
１つ目は、「積極的に自分から動かないと何も状況は変化しない」ということです。「なれ
合い」で自然に固まる日本人に対して、欧米人は非常にクールです。初めて作った友達は
カナダ人だったのですが、その時も自分から話しかけました。積極的に自分から動いてい
くからこそ、世界は広がっていくのだと思います。２つ目は、「音楽に国境がない」とい
うことです。タレントショーというのがあって、各自が特技を披露するのですが、その時
僕は３歳から続けていたPianoforteを披露しました。すると、ピアノを弾く友達、音楽
が好きな友達などをつくることができて、音楽のもつ力の素晴らしさというものを感じる
とともに、音楽もまた１つの言語なのだということがわかりました。

体験談

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  印象に残ったことは何ですか？
•自分たちのグループだけでとても大きなハン
バーガーを夜に食べに行ったこと。

•プロム（フォーマルなダンスパーティー）と
タレントショーです。

•お別れの時にイタリアの子が連絡を取り続け
ようと言ってくれたこと。

•今後もつながる世界の友達ができたこと。

　  課外授業で面白かったことは何ですか？
•ホームレスの人たちに無料で食事を提供する
場所でボランティアをしたこと。

•国境。アメリカとメキシコの国境を訪れまし
た。印象的な場所です。

•ロサンゼルスで訪れた遊園地です。他の国の
人と回ることでいつもより話す機会が多く持
てたから。

•普段の生活の自由時間に、いろんな国からの
友達と男女関係なく混じって、いろんな話を
したりゲームをしたり、それぞれの国の生活
について聞いたりすることができた時間が、
何気ないけれどとても楽しかった。

•発音された言葉をしっかりと聞きとって書くことができるようになった。
•自分の意見をはっきり言う必要がある機会が多く、はっきり言える
ようになった。

•語学研修に行っている間は自分がどれくらい成長しているのかあま
り実感がわかなかったが、日本に戻ってきて、学校の英語の授業で
は、やはり行く前とは違って先生の話す英語もすんなり聞き取れる
ようになった。

•世界史の時間では、友達の国だ！などと今まで以上に興味や関心を
もてるようになった。さらに、将来世界と関われる仕事につけたら
いいなと少しの夢をもつことができた。

英語研修 寮滞在カントリーミックス

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ちょうど良いと
感じた
38％

簡単だった
62％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。

難しかった
０％

＊参加生の英語レベルに合わせて
　クラスが分けられます。

14



★

参考
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英語研修 寮滞在カントリーミックス

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ちょうど良いと
感じた
38％

簡単だった
62％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。

難しかった
０％

＊参加生の英語レベルに合わせて
　クラスが分けられます。
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参考

★

＜平日のスケジュール例＞
8：00 9：00-13：00 13：00-14：00 15：00-17：00 18：00- 19：00-時間割

朝食 英語研修 昼食 実践活動 夕食 自習内容

＜休日のスケジュール例＞
10：00-11：00 11：00-17：00 17：00-19：00 19：00-時間割

ブランチ 課外活動
小旅行など 夕食 自習内容

プログラムの特徴
・各国から参加する高校生と一緒に名門メリーランド大学にてSandy Spring Friends School（SSFS）が企画・運
営するSummer Immersion Program（SIP）に参加します。同年代の各国の高校生と生活を共にすることで、自
主性や協調性が身に付きます。

・１日約３時間以上・週15～18時間の英語集中のレッスンに加え、実践の活動が毎日計画されています。
・『AFS Global Prep Progam』のひとつとして、21世紀グローバル・シティズン（地球市民）を目指すプログラムです。
・現地ではAFSとSSFSのスタッフが24時間体制で参加者のサポートにあたります。
・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。

期　　間：2017年7月17日（月）～ 8月13日（日）
募集人数：15人 
対　　象：高校生

 

首都ワシントンDC の北東に位置するメリーランド大学の寮に滞在します。AFS生以外にも様々な国（ドイツ、香港、イ
タリア、インド、ドミニカなど）から集まった同年代の高校生たちと部屋をシェアしながらの集団生活となります。英語
力向上の観点から、なるべく同じ国の生徒同士のルームシェアは避けるよう調整されています。寮にはベッドルーム（２－
３名で共有）の他にランドリールームや共同スペースも完備しています。

到着後、生徒の英語レベルに合わせてクラス分けが行われ、教材が配布されます。参加者はレベル別に分けられたクラ
スで授業を受けます。アメリカ史、アメリカ政治、グローバルな視点を身に付ける授業に重きが置かれており、さまざま
なテーマに関するディスカッションを行いグローバル・シティズンとしての資質を培います。上級クラスでは、英語での
プレゼンテーション、ディスカッションなどが中心です。プログラム終了時には、英語プログラム参加修了証を受け取る
ことができます。

配属の傾向

語学研修

午後や夕方は、ダンス、スポーツ、音楽、料理、水泳、ゲーム等のグループ活動を通じて英語を実践的に学ぶほか、参
加者同士の交流を深めます。週末には、ワシントンDC やニューヨークなどへのフィールドトリップが企画されています。

その他の活動内容

アメリカの一般情報
在日米国大使館ホームページ
http://japanese.japan.usembassy.gov/
外務省ホームページ：アメリカ合衆国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/

　慣れないうちはどうしても同じ国の生徒同士で固まりがちです。世
界に友達をつくるチャンスですので、授業中は日本人同士でも日本語
での会話は避け、他国の参加生たちともどんどん仲良くなりましょう。

〔アドバイス〕

アメリカ（メリーランド）プログラム
世界のAFS生と交流しながら、
真剣に英語力を伸ばしたい方へ

過去の参加者の体験談はこちらから
AFS短期留学体験談 検索体験談

英語研修 寮滞在カントリーミックス

寮に着いた時、私のルームメイトの子はまだ来てなかったので、誰なのかととても
気になっていました。そして、次の朝ルームメイトの子が隣のベッドで寝ていたの
でとても驚きました。その子は、イタリア人でした。ルームメイトと会話をするの
はとても緊張しました。私はその子にいつ来たのかと尋ねました。その子は、私が
寝ている11時ごろに来たそうです。朝起きたら隣で寝ていたからすごく驚いたと伝
えると、その子は私に向かって、よく眠っていたと言われました。そんなちょっと
した会話だけでも私なりには出来ていたと思うので嬉しかったです。授業では、
ちょっとしたゲームをしたりアメリカの歴史などを教わったりしました。歴史の授
業では理解するのにとても必死でした。わ

からない単語が出てきたら電子辞書を使い、ひたすら調べていました。調べた単語
は意味を書き、ノートを見直してもすぐにわかるように工夫してノートをとるよう
にしていました。理解するのにとても必死でした。印象に残っているファッション
ショーでは、日本人はほとんどが浴衣を着ていました。ほかの国の人が、日本の浴
衣を不思議そうに見ていた顔が今でも忘れられません。そして一番印象に残ってい
るNew Yorkでは、とても貴重な体験ができました。一番は、念願のBroadwayの
ミュージカルを見れたことです。一度も海外に行ったことのない私が１カ月の短期
留学で、これだけの濃い経験ができてとてもよかったと思っています。

•他の国の人達に比べて日本人は英語ができないけれど、それ
を気にして喋らないでいると行く意味が全く無い。自分が言っ
ている事を理解してもらおうと “一生懸命” 話せば、相手も一
緒になって考えてくれるし、その方が伝わった時の喜びが大
きい。何事も、あまり身構えて行かない方が何か予想外のハ
プニンが起きてしまった時柔軟に対応できる。実際、毎日が
ハプニングだったしそれも楽しんでしまえばこっちのもので
した！

•最初から積極的にアピールして行ったほうがいい。日本でやっ
たら浮くことでも海外だったら盛り上がるから恥を捨てて積
極的に行ったほうが得をする。

後輩へのメッセージ

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

552,000円
225,000円
777,000円

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  寮生活で大変だったことはありますか？
•寮のメンバーがとても良かったので、寮で大変だっ
たことはあまりなかった。他の部屋の子も呼んでお
菓子を食べて喋っていたりするのが楽しかった。

•文化の違いはやはり感じた。一緒に生活する上で避
けては通れない道だが、日本人からしてみたら考え
られないこともその国のひとにとってみれば当たり
前である場合があるので、文化のちがいを拒絶する
のではなく理解する努力をすべきなのだなと感じ
た。

•大変だったことはやっぱり英語で会話することで
す。でも、ちゃんとした文で伝えなくても単語と単
語で頑張って伝えると伝わったので、そのときは嬉
しいし、コミュニケーションがだんだん取れるよう
になるので、楽しくなります。

　  自由時間は何をしましたか？
•イタリア人の友達とお互いの国について語り合った
•大学のキャンパス内の購買のようなお店に行ったり
皆でおしゃべりをしたりして過ごしました。

•中国人の友達に、自分の名前や発音などを教えても
らい、また私も日本語をいくつか教えました。

•現地の文化に関する授業や、自分の国の現状や問題点につい
て考える授業の中で自分の意見を相手に伝えることの重要性
を改めて感じ、前よりもっと自分を主張できるようになった。

•自分の夢についてや、それぞれの国の政治についてなどをグ
ループで意見交換する場などが多く、リスニング力がついた。

•メモを見なくても思ったことを英語にして発言する力はつい
たと思います。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ちょうど良いと
感じた
71％

難しかった
29％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。

簡単だった
0％

＊参加生の英語レベルに合わせて
　クラスが分けられます。
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参考

★

＜平日のスケジュール例＞
8：00 9：00-13：00 13：00-14：00 15：00-17：00 18：00- 19：00-時間割

朝食 英語研修 昼食 実践活動 夕食 自習内容

＜休日のスケジュール例＞
10：00-11：00 11：00-17：00 17：00-19：00 19：00-時間割

ブランチ 課外活動
小旅行など 夕食 自習内容

プログラムの特徴
・各国から参加する高校生と一緒に名門メリーランド大学にてSandy Spring Friends School（SSFS）が企画・運
営するSummer Immersion Program（SIP）に参加します。同年代の各国の高校生と生活を共にすることで、自
主性や協調性が身に付きます。

・１日約３時間以上・週15～18時間の英語集中のレッスンに加え、実践の活動が毎日計画されています。
・『AFS Global Prep Progam』のひとつとして、21世紀グローバル・シティズン（地球市民）を目指すプログラムです。
・現地ではAFSとSSFSのスタッフが24時間体制で参加者のサポートにあたります。
・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。

期　　間：2017年7月17日（月）～ 8月13日（日）
募集人数：15人 
対　　象：高校生

 

首都ワシントンDC の北東に位置するメリーランド大学の寮に滞在します。AFS生以外にも様々な国（ドイツ、香港、イ
タリア、インド、ドミニカなど）から集まった同年代の高校生たちと部屋をシェアしながらの集団生活となります。英語
力向上の観点から、なるべく同じ国の生徒同士のルームシェアは避けるよう調整されています。寮にはベッドルーム（２－
３名で共有）の他にランドリールームや共同スペースも完備しています。

到着後、生徒の英語レベルに合わせてクラス分けが行われ、教材が配布されます。参加者はレベル別に分けられたクラ
スで授業を受けます。アメリカ史、アメリカ政治、グローバルな視点を身に付ける授業に重きが置かれており、さまざま
なテーマに関するディスカッションを行いグローバル・シティズンとしての資質を培います。上級クラスでは、英語での
プレゼンテーション、ディスカッションなどが中心です。プログラム終了時には、英語プログラム参加修了証を受け取る
ことができます。

配属の傾向

語学研修

午後や夕方は、ダンス、スポーツ、音楽、料理、水泳、ゲーム等のグループ活動を通じて英語を実践的に学ぶほか、参
加者同士の交流を深めます。週末には、ワシントンDC やニューヨークなどへのフィールドトリップが企画されています。

その他の活動内容

アメリカの一般情報
在日米国大使館ホームページ
http://japanese.japan.usembassy.gov/
外務省ホームページ：アメリカ合衆国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/

　慣れないうちはどうしても同じ国の生徒同士で固まりがちです。世
界に友達をつくるチャンスですので、授業中は日本人同士でも日本語
での会話は避け、他国の参加生たちともどんどん仲良くなりましょう。

〔アドバイス〕

アメリカ（メリーランド）プログラム
世界のAFS生と交流しながら、
真剣に英語力を伸ばしたい方へ

過去の参加者の体験談はこちらから
AFS短期留学体験談 検索体験談

英語研修 寮滞在カントリーミックス

寮に着いた時、私のルームメイトの子はまだ来てなかったので、誰なのかととても
気になっていました。そして、次の朝ルームメイトの子が隣のベッドで寝ていたの
でとても驚きました。その子は、イタリア人でした。ルームメイトと会話をするの
はとても緊張しました。私はその子にいつ来たのかと尋ねました。その子は、私が
寝ている11時ごろに来たそうです。朝起きたら隣で寝ていたからすごく驚いたと伝
えると、その子は私に向かって、よく眠っていたと言われました。そんなちょっと
した会話だけでも私なりには出来ていたと思うので嬉しかったです。授業では、
ちょっとしたゲームをしたりアメリカの歴史などを教わったりしました。歴史の授
業では理解するのにとても必死でした。わ

からない単語が出てきたら電子辞書を使い、ひたすら調べていました。調べた単語
は意味を書き、ノートを見直してもすぐにわかるように工夫してノートをとるよう
にしていました。理解するのにとても必死でした。印象に残っているファッション
ショーでは、日本人はほとんどが浴衣を着ていました。ほかの国の人が、日本の浴
衣を不思議そうに見ていた顔が今でも忘れられません。そして一番印象に残ってい
るNew Yorkでは、とても貴重な体験ができました。一番は、念願のBroadwayの
ミュージカルを見れたことです。一度も海外に行ったことのない私が１カ月の短期
留学で、これだけの濃い経験ができてとてもよかったと思っています。

•他の国の人達に比べて日本人は英語ができないけれど、それ
を気にして喋らないでいると行く意味が全く無い。自分が言っ
ている事を理解してもらおうと “一生懸命” 話せば、相手も一
緒になって考えてくれるし、その方が伝わった時の喜びが大
きい。何事も、あまり身構えて行かない方が何か予想外のハ
プニンが起きてしまった時柔軟に対応できる。実際、毎日が
ハプニングだったしそれも楽しんでしまえばこっちのもので
した！

•最初から積極的にアピールして行ったほうがいい。日本でやっ
たら浮くことでも海外だったら盛り上がるから恥を捨てて積
極的に行ったほうが得をする。

後輩へのメッセージ

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

552,000円
225,000円
777,000円

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  寮生活で大変だったことはありますか？
•寮のメンバーがとても良かったので、寮で大変だっ
たことはあまりなかった。他の部屋の子も呼んでお
菓子を食べて喋っていたりするのが楽しかった。

•文化の違いはやはり感じた。一緒に生活する上で避
けては通れない道だが、日本人からしてみたら考え
られないこともその国のひとにとってみれば当たり
前である場合があるので、文化のちがいを拒絶する
のではなく理解する努力をすべきなのだなと感じ
た。

•大変だったことはやっぱり英語で会話することで
す。でも、ちゃんとした文で伝えなくても単語と単
語で頑張って伝えると伝わったので、そのときは嬉
しいし、コミュニケーションがだんだん取れるよう
になるので、楽しくなります。

　  自由時間は何をしましたか？
•イタリア人の友達とお互いの国について語り合った
•大学のキャンパス内の購買のようなお店に行ったり
皆でおしゃべりをしたりして過ごしました。

•中国人の友達に、自分の名前や発音などを教えても
らい、また私も日本語をいくつか教えました。

•現地の文化に関する授業や、自分の国の現状や問題点につい
て考える授業の中で自分の意見を相手に伝えることの重要性
を改めて感じ、前よりもっと自分を主張できるようになった。

•自分の夢についてや、それぞれの国の政治についてなどをグ
ループで意見交換する場などが多く、リスニング力がついた。

•メモを見なくても思ったことを英語にして発言する力はつい
たと思います。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ちょうど良いと
感じた
71％

難しかった
29％

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。

簡単だった
0％

＊参加生の英語レベルに合わせて
　クラスが分けられます。
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★

★★

★

午前 英語研修

Tea Party
（お茶会）

市庁、教会
見学

ホストファミリーと過ごす
午後 アクティビティ ビーチ

アクティビティ博物館見学

 月 火 水 木 金 土 日
参考 〈スケジュール例〉

プログラムの特徴
・日本以外の国からのAFS生も参加し、レベル別のクラスで一緒に英語研修を受けます。
・基本的に同じホストファミリーに他国からのAFS生（アルゼンチン、イタリア、コロンビア、ドイツ、香港など）と
一緒に滞在しますので、家庭内でも異文化交流の機会に恵まれるでしょう。

・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。

期　　間：2017年7月15日（土）～ 8月13日（日）
募集人数：25人
対　　象：高校生

 

アルバータ州、オンタリオ州、ケベック州、ニューファンドランド州に滞在予定です。多民族の国ですので、アジア系、
アフリカ系などさまざまな民族の家庭に配属され、カナダの多様性を体験できるでしょう。また、同居する子どもがいな
いひとり親（ホストマザーまたはホストファザーのみ）の家庭、両親とも働いている家庭などに配属されることもありま
す。１家庭にできるだけ同じ国の生徒同士が配属されないように調整されています。ホストファミリーの決定は、慎重な
配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合があります。

他国（アルゼンチン、イタリア、コロンビア、ドイツ、香港など）やカナダのフランス語圏から英語を学びに来ている
AFS生約60名と一緒に公共施設（コミュニティセンターや教会など）で研修を受けて頂きます。授業は午前中に行われ、
講義形式ではなくディスカッションやプレゼンテーション等、生徒の自主性や興味を尊重した、双方向・対話式の授業
が計画されています。

午後は会場により市内近郊の観光、施設見学やハイキングなども予定しています。また会場により各国からカナダに留
学しているAFS生、ホストファミリー、ボランティアとの交流行事も予定されています。

配属の傾向

語学研修

その他の活動内容

　カナダのフランス語圏から英語を学びに来ているAFS
生や各国のAFS生と一緒に授業を受けます。日本人とそ
の他の国からの参加者との比率は、配属地域によって様々
ですが、世界に友達をつくるチャンスですので、授業中は
日本人同士でも日本語での会話は避け、他国の参加者た
ちともどんどん仲良くなってください。

〔アドバイス〕

カナダプログラム
多文化・多民族の国／カナダで、
世界の高校生とともに英語を学ぼう

私は留学する前に、留学を通して積極的になりたいと思っていました。最初
の頃、自分と他の留学生との間に英語力の差を感じて、あまり自分から話す
ことができませんでした。そんな私に、イタリア人の友達は「わからないこ
とがあるなら訊きな。僕はいつも訊いてるよ。訊いても誰もあなたのことを
くだらないなんて思わないんだから。」と言ってくれて、自分から積極的に
質問したり話しかけたりすることができるようになりました。この留学は私
にたくさんの素敵な友達を与えてくれました。それと同時に自分の英語力に
ついて考えるきっかけも与えてくれました。いつかカナダを再び訪れること
ができた時には成長した姿を見せられるように、努力したいと思います。

過去の参加者の体験談はこちらから
AFS短期留学体験談 検索

今回私が派遣されたハミルトンという地域で一カ月を過ごしたメンバーは 
イタリア・ドイツ・アルゼンチン・香港・カナダではあるけれどフランス
語圏のケベック州、そして私たち日本と全体を見ると六つの違った国から
やって来た肌の色も髪の色も違うメンバーでした。私にはこの留学をする
と決まった時に心に決めたことがありました。それは『可能な限り他の国
からの友達と一緒に行動しよう』という事でした。
 最初は耳が彼らの話す英語に慣れなくて苦労しましたが、日がたつにつれ
慣れていきました。空き時間にはそれぞれの国の言語で一から十まで数字
を数えてみたり、その単語は○○語ではなんというのかと聞いて実際に
言ってみたりしました。特に、ヨーロッパからの友達は日本語や中国語（広
東語）が初めて聞く音で面白いと言って気に入っていたのが印象的でした。

体験談

英語研修 カントリーミックス ホームステイ

•初めのうちは不安だったり日本が恋しくなったりするかもしれ
ないけれどホストファミリーは優しくしてくれるし学校は楽し
いしたくさんの友達ができてとても楽しくなると思います！私
は帰りたくない！ってずっと言っていたくらいです！だから難し
いことは考えず精一杯楽しんでください！

•まったく緊張する必要はないし、思いっきり楽しもうと思った
方が得るものも大きく中身の濃いものになります。そこから今
後の自分の人生に役立てていってください。

後輩へのメッセージ

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

417,000円
258,000円
675,000円

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  どんな内容の語学研修でしたか？
•カナダの歴史や、食文化。英語を使った遊び。
•ゲームなどの協力して行なう体験型学習が多かっ
た。

•カナダと自国との違いを発表したり、グループで
カナダの動物をプレゼンテーションしたりしまし
た。留学生同士で話す機会が多く、たくさんの文
化を知ることができて良かった。

　  プログラムの中で印象に残ったことは何ですか？
•フェアウェルパーティーやお泊り会！
•授業の一環で英語でプレゼンテーションをしたこ
と。

•ホームステイを一緒にした友達と映画を見たりお
菓子を作ったりしたこと。

•最終日にみんなでカラオケにいき、お別れの意味
を込めてみんなで歌ったこと。

•友達の誕生日パーティーで、いろいろな国の食事
が食べられて良かった。

•リーディングなどは、特にとてもむずしかったですが分からな
くても他の国の友達や先生が優しくサポートしてくれたので以
前よりスムーズに読めるようになった。

•異文化を受け入れる事に寛容になれたと思います。そして、自
国の文化をもっと伝えられるようになりたいと感じた。

•普段の会話で使う英語の知識。より早く言っていることを理解
し、より早く考えて発言できるようになった。英語で冗談がい
えるようになった。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ちょうど良いと
感じた
73％

難しかった
27％

カナダの一般情報
在日カナダ大使館ホームページ
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/index.aspx?lang=jpn
外務省ホームページ：カナダ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/canada/

配属制限
多くの家でペットを飼っていますので、動物アレルギーが
あり、ペットとの同居が困難な場合には応募を受け付けら
れない場合があります。ベジタリアンなど、食事の制約に
対応できる家庭を見つけることも困難です。

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。

簡単だった
0％
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★

★★

★

午前 英語研修

Tea Party
（お茶会）

市庁、教会
見学

ホストファミリーと過ごす
午後 アクティビティ ビーチ

アクティビティ博物館見学

 月 火 水 木 金 土 日
参考 〈スケジュール例〉

プログラムの特徴
・日本以外の国からのAFS生も参加し、レベル別のクラスで一緒に英語研修を受けます。
・基本的に同じホストファミリーに他国からのAFS生（アルゼンチン、イタリア、コロンビア、ドイツ、香港など）と
一緒に滞在しますので、家庭内でも異文化交流の機会に恵まれるでしょう。

・プログラムの企画・運営は、受入国AFSやAFSが提携している教育機関が担当します。現地でサポートにあたるの
も日本人ではなく、現地AFSスタッフです。

期　　間：2017年7月15日（土）～ 8月13日（日）
募集人数：25人
対　　象：高校生

 

アルバータ州、オンタリオ州、ケベック州、ニューファンドランド州に滞在予定です。多民族の国ですので、アジア系、
アフリカ系などさまざまな民族の家庭に配属され、カナダの多様性を体験できるでしょう。また、同居する子どもがいな
いひとり親（ホストマザーまたはホストファザーのみ）の家庭、両親とも働いている家庭などに配属されることもありま
す。１家庭にできるだけ同じ国の生徒同士が配属されないように調整されています。ホストファミリーの決定は、慎重な
配属作業を経て行われるため、決定時期が出発間際になる場合があります。

他国（アルゼンチン、イタリア、コロンビア、ドイツ、香港など）やカナダのフランス語圏から英語を学びに来ている
AFS生約60名と一緒に公共施設（コミュニティセンターや教会など）で研修を受けて頂きます。授業は午前中に行われ、
講義形式ではなくディスカッションやプレゼンテーション等、生徒の自主性や興味を尊重した、双方向・対話式の授業
が計画されています。

午後は会場により市内近郊の観光、施設見学やハイキングなども予定しています。また会場により各国からカナダに留
学しているAFS生、ホストファミリー、ボランティアとの交流行事も予定されています。

配属の傾向

語学研修

その他の活動内容

　カナダのフランス語圏から英語を学びに来ているAFS
生や各国のAFS生と一緒に授業を受けます。日本人とそ
の他の国からの参加者との比率は、配属地域によって様々
ですが、世界に友達をつくるチャンスですので、授業中は
日本人同士でも日本語での会話は避け、他国の参加者た
ちともどんどん仲良くなってください。

〔アドバイス〕

カナダプログラム
多文化・多民族の国／カナダで、
世界の高校生とともに英語を学ぼう

私は留学する前に、留学を通して積極的になりたいと思っていました。最初
の頃、自分と他の留学生との間に英語力の差を感じて、あまり自分から話す
ことができませんでした。そんな私に、イタリア人の友達は「わからないこ
とがあるなら訊きな。僕はいつも訊いてるよ。訊いても誰もあなたのことを
くだらないなんて思わないんだから。」と言ってくれて、自分から積極的に
質問したり話しかけたりすることができるようになりました。この留学は私
にたくさんの素敵な友達を与えてくれました。それと同時に自分の英語力に
ついて考えるきっかけも与えてくれました。いつかカナダを再び訪れること
ができた時には成長した姿を見せられるように、努力したいと思います。

過去の参加者の体験談はこちらから
AFS短期留学体験談 検索

今回私が派遣されたハミルトンという地域で一カ月を過ごしたメンバーは 
イタリア・ドイツ・アルゼンチン・香港・カナダではあるけれどフランス
語圏のケベック州、そして私たち日本と全体を見ると六つの違った国から
やって来た肌の色も髪の色も違うメンバーでした。私にはこの留学をする
と決まった時に心に決めたことがありました。それは『可能な限り他の国
からの友達と一緒に行動しよう』という事でした。
 最初は耳が彼らの話す英語に慣れなくて苦労しましたが、日がたつにつれ
慣れていきました。空き時間にはそれぞれの国の言語で一から十まで数字
を数えてみたり、その単語は○○語ではなんというのかと聞いて実際に
言ってみたりしました。特に、ヨーロッパからの友達は日本語や中国語（広
東語）が初めて聞く音で面白いと言って気に入っていたのが印象的でした。

体験談

英語研修 カントリーミックス ホームステイ

•初めのうちは不安だったり日本が恋しくなったりするかもしれ
ないけれどホストファミリーは優しくしてくれるし学校は楽し
いしたくさんの友達ができてとても楽しくなると思います！私
は帰りたくない！ってずっと言っていたくらいです！だから難し
いことは考えず精一杯楽しんでください！

•まったく緊張する必要はないし、思いっきり楽しもうと思った
方が得るものも大きく中身の濃いものになります。そこから今
後の自分の人生に役立てていってください。

後輩へのメッセージ

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

417,000円
258,000円
675,000円

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  どんな内容の語学研修でしたか？
•カナダの歴史や、食文化。英語を使った遊び。
•ゲームなどの協力して行なう体験型学習が多かっ
た。

•カナダと自国との違いを発表したり、グループで
カナダの動物をプレゼンテーションしたりしまし
た。留学生同士で話す機会が多く、たくさんの文
化を知ることができて良かった。

　  プログラムの中で印象に残ったことは何ですか？
•フェアウェルパーティーやお泊り会！
•授業の一環で英語でプレゼンテーションをしたこ
と。

•ホームステイを一緒にした友達と映画を見たりお
菓子を作ったりしたこと。

•最終日にみんなでカラオケにいき、お別れの意味
を込めてみんなで歌ったこと。

•友達の誕生日パーティーで、いろいろな国の食事
が食べられて良かった。

•リーディングなどは、特にとてもむずしかったですが分からな
くても他の国の友達や先生が優しくサポートしてくれたので以
前よりスムーズに読めるようになった。

•異文化を受け入れる事に寛容になれたと思います。そして、自
国の文化をもっと伝えられるようになりたいと感じた。

•普段の会話で使う英語の知識。より早く言っていることを理解
し、より早く考えて発言できるようになった。英語で冗談がい
えるようになった。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

ちょうど良いと
感じた
73％

難しかった
27％

カナダの一般情報
在日カナダ大使館ホームページ
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/index.aspx?lang=jpn
外務省ホームページ：カナダ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/canada/

配属制限
多くの家でペットを飼っていますので、動物アレルギーが
あり、ペットとの同居が困難な場合には応募を受け付けら
れない場合があります。ベジタリアンなど、食事の制約に
対応できる家庭を見つけることも困難です。

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。

簡単だった
0％
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参考
〈スケジュール例〉

★

8：00-
9：00

9：00-
10：00

10：00-
11：30

12：00-
12：45

12：45-
14：00

14：45-
15：45時間割

朝食 英語研修 スポーツ 英語研修 昼食 英語研修

15：45-
17：00

テーマごとの
アクティビティ

18：00-
19：00

英語研修

19：15-
20：00

夕食

20：00-
21：30

異文化理解
ワークショップ内容

プログラムの特徴
・イギリスを会場に、各国（ベルギー、ドイツ、オランダ、中国、アルゼンチン他）の60名程度の高校生とベルギー
の非営利組織Roeland主催の「異文化理解サマーキャンプ（Intercultural Summer Camp）」に参加します。

・英語でのコミュニケーション能力を磨きたい人向けのプログラムです。参加者には英語でのコミュニケーション力が求
められます。

・英語研修の他、異文化理解ワークショップや各種アクティビティが予定されており、自分の意志を英語で伝え、英語
を通じてさらに何かを学ぶ創造力を育てるプログラムです。

・２週間の短いプログラムですので、スタート時から積極的に参加してください。

期　　間：2017年7月30日（日）～ 8月13日（日）
募集人数：10人
対　　象：高校生 （出発時点で 17才５か月まで）

 

ケント州メイドストーンのサットン・バランス高校を会場として、１人または２人部屋での寮生活をして頂きます。欧州
や中南米など各国から計60名ほどの AFS生が参加します。本プログラムはベルギーの非営利組織RoelandとAFS国際
本部の提携開催で、プログラム中は在イギリスのAFS職員がサポートの窓口となり、寮にはRoelandのスタッフが24時
間常駐します。現地到着が夕刻となりますのでプログラムは翌日より開始となります。保護者はスタッフブログで生徒の
現地での生活を確認することができます。
過去のブログはこちらから：http://roeland.be/en/images/language-courses/237/

授業は１日４時間で到着後にクラス分けテストを行います。１クラス10名程度のコミュニケーションを中心とした英語クラ
スです。この他、様々なテーマに沿ったアクティビティや異文化理解ワークショップなどが予定されており、各種スポー
ツも行われます。ロンドンおよび沿岸部への１日旅行も企画されています。

配属の傾向

語学研修およびその他の活動内容

イギリスの一般情報
駐日英国大使館ホームページ
https://www.gov.uk/government/world/japan.ja
外務省ホームページ：英国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uk/

　以下のサイトでご自身の英語力をチェックしてみましょ
う。intermediate 以上の方に適したプログラムです。
ILS English＞Test your English
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-
english-level

〔アドバイス〕

イギリスプログラム
英語力にさらに磨きをかけ、各国の高校生と
ワークショップを通して異文化理解について学ぼう

このプログラムで私の心に残ったことは、「日本の文化」の良さでした。ある時私が紙ナプ
キンで折り紙をしていると、それを念入りに見つめてきた子がいました。その子は次の日
もそのことを覚えていて、私の元へナプキンを持ってきて「作り方を教えてくれない？私
作ってみたいの。」と言ってくれました。作り終わった後、私は彼女のためにバラを折って
あげました。彼女は「とても簡単そうに作っているのにすごく綺麗ね。私、これを自分の
部屋に飾るわ。これは私のあなたとの思い出よ、大切にする。」と言ってくれました。私は
その言葉を聞いて、日本ではありふれた折り紙なのに、こんなにも喜んでくれるなんて、
と思うと同時に、日本の文化の美しさを改めて認識することができ、とても感動しました。

過去の参加者の動画はこちらから
goo.gl/LOejFk 検索

どのレッスンも遊び心に満ちて楽しかったですが、グルメの日でレストラン風に飾られた食
堂で評論家を気取りつつチキンをたしなんでいた傍で、ウェイトレス役のスタッフが、お客
役のハンサムスタッフを巡ってクリームパイと水を掛け合って喧嘩していたのは、今でも鮮
烈に覚えています。趣味のグループができると、皆で協力して制作に熱中しました。休憩時
間はボードサッカーや卓球を楽しみ、絵という共通の趣味で親友もできました。こうして自
分は会話への不安を忘れて、どんどん会話をきりだせるようになりました。そして、皆の名
前を覚えてきた頃には、帰国の日になっていました。充実した日々の余韻に浸る間もなく、イ
ギリスを後にしました。いつもの世界に帰りましたが、自分の世界はうんと広くなりました。

体験談

年齢制限カントリーミックス英語研修

•派遣前は英語力とかいろいろ不安かもしれないけど、自
分が今までやってきたことを信じて派遣先に行ってくだ
さい。そして、イギリス派遣は特に期間が短いから、日
本人同士で固まったりしないで、最初から積極的に自分
から話しかけていってください。みんないい人たちばか
りで、日本人よりフレンドリーで、すぐに友達ができま
す。他の国の人たちは２年目の人たちもいて、その人た
ちはお互いに仲良かったり、ヨーロッパ人は英語のレベ
ルが高かったりするけれど、積極的に話しかければ、そ
れを断るような人たちはいないので頑張って！たくさん
友達をつくって貴重な経験をしてください！

後輩へのメッセージ

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

248,000円
234,000円
482,000円

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  課外授業はどんなことをしましたか？
•毎日、夕方に２時間ほどのアクティビティがあり、それ
以外にもそれぞれが好きなものを選んで参加するワーク
ショップや、食堂のようなところで各自が自由に喋った
り遊んだりする時間、スポーツの時間もあった。

•発表会ではオリンピックの開会式のデモンストレーショ
ンやチームの表彰式をした。

•午後のアクティビティでは毎日違うことをしたが、全体
をいくつかのグループに分けてグループごとに競い合う
ものが多かった。グループの仲間とコミュニケーション
を取ったり協力しないとできないものばかりで楽しかっ
た。

　  様々な国籍の高校生との寮生活とは？
•はじめはコミュニケーションを取るのが大変だったが、
慣れるとリラックスして楽しく話せた。

•寮では同じ階では部屋の行き来は自由だったし、みんな
あまり遠慮もなかったため、友達の部屋に自由に行った
り、遊んだりして楽しかった。

•食事はみんなで食堂に集まって食べた。朝食は自由、昼
食はクラスごと、夕食は班ごとにテーブルが決まってい
た。生徒たちの席の間にスタッフの席が配置されてい
て、スタッフと生徒は一緒にご飯を食べた。

•英語での言い訳ができるようになった。瞬時に英語を話
し始められるようになった。

•しゃべりたいことを簡単な英語ならばぱっと出てくるよ
うになった。

•英語で積極的に自分の意見や考えを言えるようになっ
た。積極的に英語で話したり、疑問に思ったことを聞い
てコミュニケーションをとれるようになった。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

簡単だった
０％

ちょうど良いと
感じた
89％

難しかった
11％

寮滞在

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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参考
〈スケジュール例〉

★

8：00-
9：00

9：00-
10：00

10：00-
11：30

12：00-
12：45

12：45-
14：00

14：45-
15：45時間割

朝食 英語研修 スポーツ 英語研修 昼食 英語研修

15：45-
17：00

テーマごとの
アクティビティ

18：00-
19：00

英語研修

19：15-
20：00

夕食

20：00-
21：30

異文化理解
ワークショップ内容

プログラムの特徴
・イギリスを会場に、各国（ベルギー、ドイツ、オランダ、中国、アルゼンチン他）の60名程度の高校生とベルギー
の非営利組織Roeland主催の「異文化理解サマーキャンプ（Intercultural Summer Camp）」に参加します。

・英語でのコミュニケーション能力を磨きたい人向けのプログラムです。参加者には英語でのコミュニケーション力が求
められます。

・英語研修の他、異文化理解ワークショップや各種アクティビティが予定されており、自分の意志を英語で伝え、英語
を通じてさらに何かを学ぶ創造力を育てるプログラムです。

・２週間の短いプログラムですので、スタート時から積極的に参加してください。

期　　間：2017年7月30日（日）～ 8月13日（日）
募集人数：10人
対　　象：高校生 （出発時点で 17才５か月まで）

 

ケント州メイドストーンのサットン・バランス高校を会場として、１人または２人部屋での寮生活をして頂きます。欧州
や中南米など各国から計60名ほどの AFS生が参加します。本プログラムはベルギーの非営利組織RoelandとAFS国際
本部の提携開催で、プログラム中は在イギリスのAFS職員がサポートの窓口となり、寮にはRoelandのスタッフが24時
間常駐します。現地到着が夕刻となりますのでプログラムは翌日より開始となります。保護者はスタッフブログで生徒の
現地での生活を確認することができます。
過去のブログはこちらから：http://roeland.be/en/images/language-courses/237/

授業は１日４時間で到着後にクラス分けテストを行います。１クラス10名程度のコミュニケーションを中心とした英語クラ
スです。この他、様々なテーマに沿ったアクティビティや異文化理解ワークショップなどが予定されており、各種スポー
ツも行われます。ロンドンおよび沿岸部への１日旅行も企画されています。

配属の傾向

語学研修およびその他の活動内容

イギリスの一般情報
駐日英国大使館ホームページ
https://www.gov.uk/government/world/japan.ja
外務省ホームページ：英国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uk/

　以下のサイトでご自身の英語力をチェックしてみましょ
う。intermediate 以上の方に適したプログラムです。
ILS English＞Test your English
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-
english-level

〔アドバイス〕

イギリスプログラム
英語力にさらに磨きをかけ、各国の高校生と
ワークショップを通して異文化理解について学ぼう

このプログラムで私の心に残ったことは、「日本の文化」の良さでした。ある時私が紙ナプ
キンで折り紙をしていると、それを念入りに見つめてきた子がいました。その子は次の日
もそのことを覚えていて、私の元へナプキンを持ってきて「作り方を教えてくれない？私
作ってみたいの。」と言ってくれました。作り終わった後、私は彼女のためにバラを折って
あげました。彼女は「とても簡単そうに作っているのにすごく綺麗ね。私、これを自分の
部屋に飾るわ。これは私のあなたとの思い出よ、大切にする。」と言ってくれました。私は
その言葉を聞いて、日本ではありふれた折り紙なのに、こんなにも喜んでくれるなんて、
と思うと同時に、日本の文化の美しさを改めて認識することができ、とても感動しました。

過去の参加者の動画はこちらから
goo.gl/LOejFk 検索

どのレッスンも遊び心に満ちて楽しかったですが、グルメの日でレストラン風に飾られた食
堂で評論家を気取りつつチキンをたしなんでいた傍で、ウェイトレス役のスタッフが、お客
役のハンサムスタッフを巡ってクリームパイと水を掛け合って喧嘩していたのは、今でも鮮
烈に覚えています。趣味のグループができると、皆で協力して制作に熱中しました。休憩時
間はボードサッカーや卓球を楽しみ、絵という共通の趣味で親友もできました。こうして自
分は会話への不安を忘れて、どんどん会話をきりだせるようになりました。そして、皆の名
前を覚えてきた頃には、帰国の日になっていました。充実した日々の余韻に浸る間もなく、イ
ギリスを後にしました。いつもの世界に帰りましたが、自分の世界はうんと広くなりました。

体験談

年齢制限カントリーミックス英語研修

•派遣前は英語力とかいろいろ不安かもしれないけど、自
分が今までやってきたことを信じて派遣先に行ってくだ
さい。そして、イギリス派遣は特に期間が短いから、日
本人同士で固まったりしないで、最初から積極的に自分
から話しかけていってください。みんないい人たちばか
りで、日本人よりフレンドリーで、すぐに友達ができま
す。他の国の人たちは２年目の人たちもいて、その人た
ちはお互いに仲良かったり、ヨーロッパ人は英語のレベ
ルが高かったりするけれど、積極的に話しかければ、そ
れを断るような人たちはいないので頑張って！たくさん
友達をつくって貴重な経験をしてください！

後輩へのメッセージ

参加費
プログラム関係費
旅行代金
　合計

248,000円
234,000円
482,000円

Q

Q

 参加生に聞いてみた！こんな質問
　  課外授業はどんなことをしましたか？
•毎日、夕方に２時間ほどのアクティビティがあり、それ
以外にもそれぞれが好きなものを選んで参加するワーク
ショップや、食堂のようなところで各自が自由に喋った
り遊んだりする時間、スポーツの時間もあった。

•発表会ではオリンピックの開会式のデモンストレーショ
ンやチームの表彰式をした。

•午後のアクティビティでは毎日違うことをしたが、全体
をいくつかのグループに分けてグループごとに競い合う
ものが多かった。グループの仲間とコミュニケーション
を取ったり協力しないとできないものばかりで楽しかっ
た。

　  様々な国籍の高校生との寮生活とは？
•はじめはコミュニケーションを取るのが大変だったが、
慣れるとリラックスして楽しく話せた。

•寮では同じ階では部屋の行き来は自由だったし、みんな
あまり遠慮もなかったため、友達の部屋に自由に行った
り、遊んだりして楽しかった。

•食事はみんなで食堂に集まって食べた。朝食は自由、昼
食はクラスごと、夕食は班ごとにテーブルが決まってい
た。生徒たちの席の間にスタッフの席が配置されてい
て、スタッフと生徒は一緒にご飯を食べた。

•英語での言い訳ができるようになった。瞬時に英語を話
し始められるようになった。

•しゃべりたいことを簡単な英語ならばぱっと出てくるよ
うになった。

•英語で積極的に自分の意見や考えを言えるようになっ
た。積極的に英語で話したり、疑問に思ったことを聞い
てコミュニケーションをとれるようになった。

研修の難易度

（参照：2016年度参加生アンケート調査）

簡単だった
０％

ちょうど良いと
感じた
89％

難しかった
11％

寮滞在

※上記参加費に含まれない経費等についてはＰ25をご参照ください。
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参加者の声

•自分の意見を持とうと思った
•もっと英語を真面目に勉強しようと思ったし、他の国の
言葉にも興味をもてるようになった。

•人生がリセットされた。

•自分の夢や目標があやふやだったものが、これを機に
ハッキリとしたので、これからはその目標に向かって努
力していこうと思った。

•英語圏以外の国にも行ってみたいと思った。

•本当に真剣に英語と向き合っていこうと思うようになっ
た。

•海外で活躍したいと思った。
•１年留学に行きたいという意欲がわいた。
•もともと、英語を使った国際的な仕事がしたく、外交官
になりたかったが、その夢が強くなった。

•英語は好きだし、英語などの外国語をもっと学んで海外
の文化を学んだり、外国の友達をつくりたいという意識
が強くなった。

2016年の参加者アンケートより

このプログラムに参加して、自身の意識や進路、目標に変化はありましたか。Q

はい！　75％A

•外国はすべて同じではなく、国それぞれ独自の文化
などがあり、それは机上で勉強するだけでは深く
は分からないものだった。

•やることに目的意識を強くもつようになった。イ
タリア語を話せるようになりたいと思った。

•オーストラリアの大学に行きたいと思うようになった。

•積極的にならないと何も世界は変わらない。
•もともといろいろな国の文化について興味はあったが、
今回の研修で世界中の友達ができて、さらに世界につい
て知りたいと思った。さらに、2020年のオリンピッ
クで何か手伝いたいという目標や、将来は世界と
関わることができる職業につきたいという少しの夢
ができた。

•どんな英語の勉強が大切なのかわかった。もっと世界史
を学びたいと思った。
•将来やりたいことが増えた。

•まだ高校生なのだから様々なことを学べるし、可能性が
あるから様々なことを頑張っていきたいと思った。

はい！　75％
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参加者の保護者より

（インド）
•出発までの準備は、難しい言葉の並ぶ様々な書類や、イ
ンターネット上での手続きでとても大変な様でしたが、
良い経験ができたと思います。同じ考えで集まった派遣
生や、温かい気持ちで受け入れてくれたホストファミ
リーとの交流は、日頃通う学校では得られない、何もの
にも代えがたい体験となったようです。『心の交流』をし
ている事をひしひしと感じます。
•主人が反対する中「かわいい子には旅をさせよ」の精神
でインド行きの背中を押しました。高校生という多感で
柔軟性のある時に全然違う国を体験させてあげることが
できてよかったと思っています。つらいこともあったと
思いますが、一緒に参加した仲間とともに問題解決をし
ていく方法を模索したようでした。行かせてあげること
ができて本当によかったです。
（中国）
•異国での貴重な実体験を通して、子供たちがたくましく
成長する瞬間（帰国時）を感じられます。中国のホスト
ファミリーとの連絡はWeChatを使ってました。ホスト
マザーがタイムリーに写真を送ってくれたので、一緒に
現地体験している気分になりましたよ。プログラムを終
えた今でもWeChatでホストファミリーとつながってい
ます。
•行く前はいろいろ心配しますが、送り出してしまえば子
供は意外と逞しく生活していくものだと思いました。本
人も自信がついたと思います。
•事前オリエンテーション、現地では母国語禁止、グルー
プシャフルなど参加者のコミュニケーションを図るよう
毎日充実したプログラムであったようです。
（オーストラリア）
•１カ月はあっというまですが、そこで得られる体験は非
常に大きなものだと思います。
•自然豊かなタスマニアに是非子供を行かせてみてくださ
い。
•子どもは親が思っている以上に志を強く持っているの
で、不安な気持ちを抑えて送り出してあげると帰ってき
たときに子どものたくましさに驚かされる。
（アメリカ・サンディエゴ）
•数年前までは一人で留守番も出来なかった我が子が（そ
れも問題ですが）参加することになり、洗濯とか自分で
できるのかなど、日常生活を送れるのかとても不安でし
たが、日焼けした姿で笑顔で戻ってきたときには驚きま
した。お子さんを信じて送り出してあげてください。
•世界中から英語を母国語としない同年代の学生たちが１
か月もの間、寝食を共にし、一緒に活動するというのは
なかなかできることのない貴重な体験だと思います。何

かあっても学生同士で助け合い、うまく解決して乗り切
る力も身に付き、心身ともに一回り成長して帰国しまし
た。高校生の子供たちは親が思っている以上に新しい環
境に順応し、うまくやっていく力を持っていることを確
認することができました。機会があれば是非、チャレン
ジしていただきたいプログラムです。

（アメリカ・メリーランド）
•子供を信じる、口を出さず、見守る。親として最も難し
い局面を体験させてもらいました。子供は、本人がやり
たいことなら、当然頑張るし、加えて楽しむ強さがある
と再確認しました。

•日本のこと、日本を取り巻く世界のことにも興味を持つ
ことができたようなので、よかったと思います。

•帰国してから毎日のように楽しかったと言って懐かし
がっています。いろいろな国に友達ができて、それぞれ
のお国柄にも触れ、貴重な経験だったと思います。現地
のAFSのスタッフの方もとても熱心で親切だったと話し
てくれました。毎日のように企画が盛りだくさんであっ
という間の一ヶ月だっだようです。

（カナダ）
•とても素敵なプログラムです。海外の友達、日本の友達
（事前のオリエンテーションでの出会いを含む）、ホスト
ファミリー、現地の先生方などとの、よい出会いがたく
さんありました。英語もヒアリングがとても上達したよ
うに感じました。とっさの言葉もいろいろと浮かぶよう
になってきたようです。帰国後、徐々にいろいろな効果
を感じています。

•話せないから行っても意味が無いではなく、一緒に楽し
む気持ちが大切なようです。行きたいと思ったときが行
き時。親は、黙って見ているだけなのが、一番いいのか
もしれないと思いました。

•たったの1ヶ月ですが、この多感な時期に送り出したこ
とは娘にとって大きな意味を持つと考えます。

　ネット時代で世界がいくら近いと言っても、百聞は一見
に如かず。温かく迎えてくださったホストファミリーや
沢山の高校生との関わりは宝物だと思います。

（イギリス）
•留学させる前は、いろいろな不安も有りましたが、意外
と出してしまうとそうでもなく、それ以上に子供がいき
いきとして、今まで以上に子供自身が自分に自信が持て
たのではないかと思います。英語力の必要性も実感した
でしょうし、また、そこに参加していた日本人の仲間
が、良い子供たちばかりで、現地ではそんなに接触ない
かと思うのですが、日本に帰って来た時は、なかなか別
れ辛いのか、羽田空港で皆と留学中のいろんなエピソー
ドを話してたりしました。皆、なかなか、さよならを言
えなかったくらいでした。何かと良い経験をさせて頂き
ました。感謝しております。有難うございました。

•２週間という短期のプログラムですが、毎日いろいろな
プログラムがあり、密度の濃い２週間だったようです。
英語のレッスンやワークショップ以外の場面、食事中や
食後も多くの友達と交流することができたのは、寮生活
のよさだったと思います。

今後同じプログラムに参加される方へ
のメッセージ・アドバイス

★保護者対象のオリエンテーションも開催しますので、ぜひご参加ください。（P6）

参加者の声

•自分の意見を持とうと思った
•もっと英語を真面目に勉強しようと思ったし、他の国の
言葉にも興味をもてるようになった。

•人生がリセットされた。

•自分の夢や目標があやふやだったものが、これを機に
ハッキリとしたので、これからはその目標に向かって努
力していこうと思った。

•英語圏以外の国にも行ってみたいと思った。

•本当に真剣に英語と向き合っていこうと思うようになっ
た。

•海外で活躍したいと思った。
•１年留学に行きたいという意欲がわいた。
•もともと、英語を使った国際的な仕事がしたく、外交官
になりたかったが、その夢が強くなった。

•英語は好きだし、英語などの外国語をもっと学んで海外
の文化を学んだり、外国の友達をつくりたいという意識
が強くなった。

2016年の参加者アンケートより

このプログラムに参加して、自身の意識や進路、目標に変化はありましたか。Q

はい！　75％A

•外国はすべて同じではなく、国それぞれ独自の文化
などがあり、それは机上で勉強するだけでは深く
は分からないものだった。

•やることに目的意識を強くもつようになった。イ
タリア語を話せるようになりたいと思った。

•オーストラリアの大学に行きたいと思うようになった。

•積極的にならないと何も世界は変わらない。
•もともといろいろな国の文化について興味はあったが、
今回の研修で世界中の友達ができて、さらに世界につい
て知りたいと思った。さらに、2020年のオリンピッ
クで何か手伝いたいという目標や、将来は世界と
関わることができる職業につきたいという少しの夢
ができた。

•どんな英語の勉強が大切なのかわかった。もっと世界史
を学びたいと思った。
•将来やりたいことが増えた。

•まだ高校生なのだから様々なことを学べるし、可能性が
あるから様々なことを頑張っていきたいと思った。

はい！　75％
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 AFS短期派遣プログラム 
ホストファミリーは
どのように決められるのですか？
（オーストラリア、カナダ、インド、中国プログラム）

参加生に提出していただく「英文書類」を参考に、受
入国の担当者が各ホストファミリー候補家庭を訪問し、
プログラム内容の説明等を行い、受け入れの意志が
あること、参加生の受け入れに適した環境であること
を確認します。

ホストファミリーの人種や家族構成、
宗教等の希望は出せますか？
また、現地到着後に変更することは
可能ですか？
（オーストラリア、カナダ、インド、中国プログラム）

緊急時のサポートは
どうなっていますか？

病気、事故、怪我をした場合の
治療費は？

出発前のオリエンテーションでは
何をするのですか？

現地の高校生との交流はありますか？

配属地域は選ぶことができますか？
（オーストラリア、カナダ、中国）

留学中は AFS 生のために組まれた語学研修がメイン
になりますが、プログラムによっては受入支部の行事
などで現地の高校生との交流の機会が設けられたり、
一緒に授業を受けたりすることがあります。

配属地域を選ぶことはできません。詳細は国別プログ
ラム案内をご覧ください。

出発日の変更や滞在期間を
延長することはできますか？
プログラム実施期間が定められていますので、滞在期
間の変更はできません。

短期留学を終えたあと、
年間留学の試験を受けることは
できますか？

滞在中、 日本人引率者が
同行しますか？

語学研修はどのような内容ですか？

予防接種は必要ですか？

オーストラリア・カナダ・インド・中国のプログラムで
は、難しいことをテキストから学ぶというよりも、ゲーム
や会話をまじえながらその国の言語や文化に親しむこと
に重点を置いています。一方、アメリカ・イギリスのプロ
グラムでは、テーマに沿ったディスカッションや実践活動
を行うなど、英語を使って何かを成しとげるといった若
干難易度の高い内容になっています。

AFSで留学するにあたってのルールの確認や、ホーム
ステイや寮で生活するにあたっての心構えなどをディ
スカッション形式で話し合います。行き先国に関わら
ず、派遣内定生全員が参加しますので、同時期に留
学するAFS生同士の情報交換の場にもなります。

AFSでは、災害、事故、傷害、疾病などの緊急時に
適切な処置がとれるよう、世界各国共通の基準を設け
ています。緊急時には事務局職員とボランティアが連
携して24時間体制で対応にあたります。
寮滞在の場合も24時間体制でサポートスタッフが配
備されます。

人種や家族構成、宗教等に限らずホストファミリーの
希望を出すことはできません。参加生は与えられた環
境を受け入れ、その家族に順応することが求められま
す。到着後に問題が起こった場合は、現地のAFS担当
者が間に立ち、双方の努力で解決できるようサポート
します。ホストファミリー変更が双方により必要とAFS
が判断した場合には、変更されることもあります。

AFSでは、プログラム参加中のAFS留学生の医療費
をまかなうために、二次的な保険に加入しています
が、皆様には別途海外旅行保険に加入していただく
ことをおすすめしています。

2015年のインドプログラムでは、10年以内に破傷風の
予防接種を受けていることが必要でした。その他の国
では必須の予防接種はありませんでしたが、必要な場
合には都度ご連絡いたします。

同行しませんが、現地のスタッフ・ボランティアが責
任をもってお世話をします。参加生の皆さんにも、日
本の代表として、責任ある行動や、自らの状況を英語
で伝えようとする意欲と姿勢が求められます。

年間留学の応募条件を満たしていれば可能です。詳し
くは年間留学の応募要項をご確認ください。（2018年
派遣の年間留学の資料は2017年3月１日より配布開始
予定です）
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参加費用は「プログラム関係費」と「旅行代金」を合計した費用です。

参加費用について

❶ 各費用に含まれるもの

❷ 各費用に含まれないもの

❸ 各費用の支払い時期

受入国 旅行代金
（予定）

合計
（予定） 国別情報掲載ページ

インド

中国

オーストラリア

アメリカ（サンディエゴ）

アメリカ（メリーランド）

カナダ

イギリス

210,000

114,000

218,000

238,000

225,000

258,000

234,000

プログラム関係費
（予定）

236,000

263,000

405,000

578,000

552,000

417,000

248,000

446,000

377,000

623,000

816,000

777,000

675,000

482,000

Ｐ8,9

Ｐ10,11

Ｐ12,13

Ｐ14,15

Ｐ16,17

Ｐ18,19

Ｐ20,21

（単位：円）

第一次金
振込

第二次金
振込

お振込額

プログラム
関係費のうち
10万円

プログラム
関係費の
残金

お振込期限

一次選考結果通知の
発行日より２週間
以内

「受入国書類審査通
過のお知らせ」発行
日より２週間以内

プログラム関係費：
受入国経費：語学研修諸経費（授業料を含む）、寮滞在費、
食費、AFS主催の行事への参加費（但し、オプショナル
行事は例外）、その他現地活動費、受入国到着空港と寮ま
たはホストファミリー宅間の交通費、プログラム運営・
管理費
派遣国経費：プログラム運営・管理費 
オリエンテーション・通信費：出発前および受入国でのオ
リエンテーション参加費、通信費
国際本部経費：AFSネットワーク管理・維持費、団体医療
保険

プログラム関係費の内訳（参考）

旅行代金：
エコノミークラス往復航空運賃（代金は2016年12月１日現
在の見積額です。事前の通知なしに変更される場合がありま
す）／インド・中国参加者の観光ビザ手続代行費用（但し大
使館に支払うビザ代金は実費が当協会指定の旅行代理店（※）
より別途請求されます）

選考手数料：6,480円／出発前オリエンテーション会場ま

での交通費／英文健康診断書作成料：約10,000円／予防接
種費用（任意）／旅券印紙代：11,000円（５年旅券）／外
国籍など追加の渡航手続きが必要な場合の費用／ ETAS
（オーストラリア）、ESTA（アメリカ）、インド・中国ビザ
代金／空港施設使用料・現地空港税・燃油サーチャージ・航
空保険料・その他：参考カナダ（トロントの場合）6,940円、
アメリカ（ワシントンDC）9,500円、インド8,490円、中国
4,570円、イギリス44,010円（2016年11月末日現在の金額
です）。為替レートや燃油サーチャージの変動により変更に
なります。オーストラリアのみサーチャージが旅行代金に含
まれます。／日本国内における自宅から発着空港集合解散地
点までの交通費・宿泊費／超過手荷物料金／オプショナル行
事参加費／海外旅行保険料（任意）／維持会費：10,000円（入
会金5,000円＋初年度会費5,000円）など　

　指定された期限内に支払いを完了してください。振込に
ついては、別途ご案内を送付いたします。

プログラム関係費：

旅行代金：
　指定の旅行代理店との契約に基き、指定期日までに旅行
代理店に直接お振込みください。
※2016年12月現在、㈱日本旅行を予定しています。

受入国経費
70-80%

派遣国経費
11-15%

オリエン・通信費等
5-8%

国際本部経費
 3-7%

※役務提供が日本国内で行われる業務（プログラム運営・管理、出発前
　オリエンテーション、国内通信など）には消費税が含まれます。

 AFS短期派遣プログラム 
ホストファミリーは
どのように決められるのですか？
（オーストラリア、カナダ、インド、中国プログラム）

参加生に提出していただく「英文書類」を参考に、受
入国の担当者が各ホストファミリー候補家庭を訪問し、
プログラム内容の説明等を行い、受け入れの意志が
あること、参加生の受け入れに適した環境であること
を確認します。

ホストファミリーの人種や家族構成、
宗教等の希望は出せますか？
また、現地到着後に変更することは
可能ですか？
（オーストラリア、カナダ、インド、中国プログラム）

緊急時のサポートは
どうなっていますか？

病気、事故、怪我をした場合の
治療費は？

出発前のオリエンテーションでは
何をするのですか？

現地の高校生との交流はありますか？

配属地域は選ぶことができますか？
（オーストラリア、カナダ、中国）

留学中は AFS 生のために組まれた語学研修がメイン
になりますが、プログラムによっては受入支部の行事
などで現地の高校生との交流の機会が設けられたり、
一緒に授業を受けたりすることがあります。

配属地域を選ぶことはできません。詳細は国別プログ
ラム案内をご覧ください。

出発日の変更や滞在期間を
延長することはできますか？
プログラム実施期間が定められていますので、滞在期
間の変更はできません。

短期留学を終えたあと、
年間留学の試験を受けることは
できますか？

滞在中、 日本人引率者が
同行しますか？

語学研修はどのような内容ですか？

予防接種は必要ですか？

オーストラリア・カナダ・インド・中国のプログラムで
は、難しいことをテキストから学ぶというよりも、ゲーム
や会話をまじえながらその国の言語や文化に親しむこと
に重点を置いています。一方、アメリカ・イギリスのプロ
グラムでは、テーマに沿ったディスカッションや実践活動
を行うなど、英語を使って何かを成しとげるといった若
干難易度の高い内容になっています。

AFSで留学するにあたってのルールの確認や、ホーム
ステイや寮で生活するにあたっての心構えなどをディ
スカッション形式で話し合います。行き先国に関わら
ず、派遣内定生全員が参加しますので、同時期に留
学するAFS生同士の情報交換の場にもなります。

AFSでは、災害、事故、傷害、疾病などの緊急時に
適切な処置がとれるよう、世界各国共通の基準を設け
ています。緊急時には事務局職員とボランティアが連
携して24時間体制で対応にあたります。
寮滞在の場合も24時間体制でサポートスタッフが配
備されます。

人種や家族構成、宗教等に限らずホストファミリーの
希望を出すことはできません。参加生は与えられた環
境を受け入れ、その家族に順応することが求められま
す。到着後に問題が起こった場合は、現地のAFS担当
者が間に立ち、双方の努力で解決できるようサポート
します。ホストファミリー変更が双方により必要とAFS
が判断した場合には、変更されることもあります。

AFSでは、プログラム参加中のAFS留学生の医療費
をまかなうために、二次的な保険に加入しています
が、皆様には別途海外旅行保険に加入していただく
ことをおすすめしています。

2015年のインドプログラムでは、10年以内に破傷風の
予防接種を受けていることが必要でした。その他の国
では必須の予防接種はありませんでしたが、必要な場
合には都度ご連絡いたします。

同行しませんが、現地のスタッフ・ボランティアが責
任をもってお世話をします。参加生の皆さんにも、日
本の代表として、責任ある行動や、自らの状況を英語
で伝えようとする意欲と姿勢が求められます。

年間留学の応募条件を満たしていれば可能です。詳し
くは年間留学の応募要項をご確認ください。（2018年
派遣の年間留学の資料は2017年3月１日より配布開始
予定です）
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１）手続きについて
一次選考通過後、プログラムへの参加を取りやめる場
合は、第一次金振込期限までに必ずお電話にてご連絡
ください。折り返し、参加取りやめ届の書式をお送り
いたします。書類の記入・返送をもって手続きが完了
します。

２）辞退金について
プログラム関係費
プログラム関係費は、一旦お支払いいただいた後、取
りやめの時期により辞退金が発生します。プログラム
関係費の支払い後、出国予定日以前に参加生がプログ
ラムへの参加を取りやめた場合、お支払いいただいた
プログラム関係費から、右記の(a）、(b） または (c） の
辞退金を差し引いたうえでご返金いたします。

参加の取りやめについて

内定取消について
　受入国が内定してから日本を出発するまでの間に次のよ
うな事態が生じた場合には、「内定取消」になることがあり
ます。内定取消になった場合は、同年度の短期プログラム
に参加することはできません。なお、下記への該当性の有
無は、当協会の判断によります。

１）当協会および留学内定国が定めている心身の健康状態などの
基準を満たしていないとき

２）犯罪に関わり、あるいは重大な交通事故を引き起こしたとき
３）自己または他人を傷つけ、あるいは危険にさらしうる言動を

したとき（ソーシャルメディアへの投稿などによる場合を含
む）

４）日本の高等学校・高等専門学校または専修学校高等課程に在
学しなくなったとき

５）当協会に提出した書類の情報が正しく記載されていかったと
き

６）当協会に提出すべき書類の提出あるいは報告を怠ったとき
７）当協会で定められたオリエンテーションの全日程を終了しな

かったとき
８）オリエンテーションなど当協会の催しにおいて、AFS生とし

て適切ではない行動または態度が見られたとき

※内定取消を含むAFSの諸規定については一次選考通過後にお渡しする「2017年度AFS短期派遣プログラム参加規程」でご
確認ください。
※「2016年度AFS短期派遣プログラム参加規程」についてはP29-32をご覧ください。

旅行代金
旅行代理店との契約に基き、定められた取消料をお支
払いください。

９）受入国のAFS事務所が受け入れを拒否したとき。ただし、他
の希望国に配属された場合は除く

10）プログラム関係費の支払い期日を過ぎても支払いがなされ
ないとき、および出発予定日の前日までにプログラム関係費
全額の支払いが完了しないとき

11）AFSの名誉あるいはAFSに対する社会的評価を傷つけ、
AFS生の品位を汚し、その他AFS生として不適切な言動が
あったとき

12）以上のほか、AFS生として適性を欠くと認めるべき事由が
あるとき

　なお、内定取消になった場合の返金規定は下記の通りで
す。

＊上記１）および９）で内定取消となった場合は、参加規程第3項①によりお
支払いただいたプログラム関係費全額を返金します。
＊上記２）３）４）５）６）７）８）10）11）12）で内定取消となった場合は、
取消の時期に応じ参加規程第2項に従ってプログラム関係費を返金します。

　旅行代金の返金については、当協会指定の旅行代理店が
別途定める規定に従ってください。

（a）
一時金納入後から「受入
国書類審査通過のお知ら
せ」発行日付以前の場合

（b）
「受入国書類審査通過のお
知らせ」発行日後、出国予
定日の1ヵ月前までの場合

（c）
出国予定日の1ヵ月
前を過ぎた場合

オーストラリア、
カナダ、アメリカ

３万円

７万円

20万円

インド、
中国

３万円
 

７万円

15万円

イギリス

３万円

※18万円

20万円

※イギリスプログラムは提携機関との契約により（ｂ）の費用が設定されています
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下記の内容について確認・同意していることを確認し、□に　を入れてください。

プログラム期間中、健康・食事（アレルギーなど）、運動面での制約がありますか。 2016年度の欠席日数

日

上記事項を確認しました。これらに同意のうえ短期派遣プログラムに申し込みます。

第１希望　　　　　　　　　第２希望　　　　　　　　　第３希望　　　　　　　　　
第４希望　　　　　　　　　第５希望　　　　　　　　　第６希望　　　　　　　　　
第７希望　　　　　　　　

参加を希望する国のみ順位を記入

携帯 TEL（保護者）
携帯 TEL（本　人）

国籍 生年月日（西暦）

保護者氏名

AFSのプログラムに参加するに当たり、2-3ページの「AFSの特色」を読み、AFSの理念をよく理解し、参加生自らがすすんで学
び、異文化を受け入れる努力をします。
4ページの応募資格の全ての項目を満たしていることを確認しました。
留学準備は出発前から参加生本人が積極的に取り組みます。また、決められた日程、会場のオリエンテーションに参加します。
当協会に提出した書類の内容が正しく申告されていない場合は、派遣内定が取り消される場合があることを理解しています。
配属先（受入地区・ホストファミリー）や、配属形態（一家庭に日本人が一人、または複数の日本人生徒が滞在する）は希望でき
ないことを理解しています。
一次選考通過後、プログラムへの参加を取りやめた場合には参加規程及びＰ26「参加の取りやめについて」に則り、プログラム辞
退金、および、旅行会社の旅行契約に基づく取消料が生じることを理解しています。参加規程は一次選考通過後にお渡しします。

参考ページ

2-3ページ、巻末

4ページ
6ページ
26ページ

24,30ページ

26,29-32ページ

□

□
□
□

□

□

１）手続きについて
一次選考通過後、プログラムへの参加を取りやめる場
合は、第一次金振込期限までに必ずお電話にてご連絡
ください。折り返し、参加取りやめ届の書式をお送り
いたします。書類の記入・返送をもって手続きが完了
します。

２）辞退金について
プログラム関係費
プログラム関係費は、一旦お支払いいただいた後、取
りやめの時期により辞退金が発生します。プログラム
関係費の支払い後、出国予定日以前に参加生がプログ
ラムへの参加を取りやめた場合、お支払いいただいた
プログラム関係費から、右記の(a）、(b） または (c） の
辞退金を差し引いたうえでご返金いたします。

参加の取りやめについて

内定取消について
　受入国が内定してから日本を出発するまでの間に次のよ
うな事態が生じた場合には、「内定取消」になることがあり
ます。内定取消になった場合は、同年度の短期プログラム
に参加することはできません。なお、下記への該当性の有
無は、当協会の判断によります。

１）当協会および留学内定国が定めている心身の健康状態などの
基準を満たしていないとき

２）犯罪に関わり、あるいは重大な交通事故を引き起こしたとき
３）自己または他人を傷つけ、あるいは危険にさらしうる言動を

したとき（ソーシャルメディアへの投稿などによる場合を含
む）

４）日本の高等学校・高等専門学校または専修学校高等課程に在
学しなくなったとき

５）当協会に提出した書類の情報が正しく記載されていかったと
き

６）当協会に提出すべき書類の提出あるいは報告を怠ったとき
７）当協会で定められたオリエンテーションの全日程を終了しな

かったとき
８）オリエンテーションなど当協会の催しにおいて、AFS生とし

て適切ではない行動または態度が見られたとき

※内定取消を含むAFSの諸規定については一次選考通過後にお渡しする「2017年度AFS短期派遣プログラム参加規程」でご
確認ください。

※「2016年度AFS短期派遣プログラム参加規程」についてはP29-32をご覧ください。

旅行代金
旅行代理店との契約に基き、定められた取消料をお支
払いください。

９）受入国のAFS事務所が受け入れを拒否したとき。ただし、他
の希望国に配属された場合は除く

10）プログラム関係費の支払い期日を過ぎても支払いがなされ
ないとき、および出発予定日の前日までにプログラム関係費
全額の支払いが完了しないとき

11）AFSの名誉あるいはAFSに対する社会的評価を傷つけ、
AFS生の品位を汚し、その他AFS生として不適切な言動が
あったとき

12）以上のほか、AFS生として適性を欠くと認めるべき事由が
あるとき

　なお、内定取消になった場合の返金規定は下記の通りで
す。

＊上記１）および９）で内定取消となった場合は、参加規程第3項①によりお
支払いただいたプログラム関係費全額を返金します。
＊上記２）３）４）５）６）７）８）10）11）12）で内定取消となった場合は、
取消の時期に応じ参加規程第2項に従ってプログラム関係費を返金します。

　旅行代金の返金については、当協会指定の旅行代理店が
別途定める規定に従ってください。

（a）
一時金納入後から「受入
国書類審査通過のお知ら
せ」発行日付以前の場合

（b）
「受入国書類審査通過のお
知らせ」発行日後、出国予
定日の1ヵ月前までの場合

（c）
出国予定日の1ヵ月
前を過ぎた場合

オーストラリア、
カナダ、アメリカ

３万円

７万円

20万円

インド、
中国

３万円
 

７万円

15万円

イギリス

３万円

※18万円

20万円

※イギリスプログラムは提携機関との契約により（ｂ）の費用が設定されています
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※すべての項目に応募者本人が記入してください。
※記入の際は黒ボールペンを使用してください（ワープロ不可、修正液使用可）。

応募課題

１．AFSの短期派遣プログラムに参加しようと思った理由・参加にあたっての意気込み（日本語/400字程度/横書き） 

２．未来のホストファミリー・友人たちへのメッセージ（英語）

◆自己紹介、自己PRを含めてください。

◆一次選考を通過した場合、このメッセージを元に英文レターを作成していただきます。

 

〈吸収したいこと・期待すること〉 〈現地で出会った人にしてあげたいこと〉

３．AFSの短期派遣プログラムは、無償のホストファミリーや多くの現地ボランティアによって支えられてい

る異文化交流プログラムです。受け身の旅行とは異なり、自ら積極的に参加することが重要です。プログ

ラムを通じて、吸収したいこと・期待すること及び、自分が現地で出会った人にしてあげたいことについ

て簡潔にご記入ください。 

こ
こ
か
ら
横
書
き
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※すべての項目に応募者本人が記入してください。
※記入の際は黒ボールペンを使用してください（ワープロ不可、修正液使用可）。

応募課題

１．AFSの短期派遣プログラムに参加しようと思った理由・参加にあたっての意気込み（日本語/400字程度/横書き） 

２．未来のホストファミリー・友人たちへのメッセージ（英語）

◆自己紹介、自己PRを含めてください。

◆一次選考を通過した場合、このメッセージを元に英文レターを作成していただきます。

 

〈吸収したいこと・期待すること〉 〈現地で出会った人にしてあげたいこと〉

３．AFSの短期派遣プログラムは、無償のホストファミリーや多くの現地ボランティアによって支えられてい

る異文化交流プログラムです。受け身の旅行とは異なり、自ら積極的に参加することが重要です。プログ

ラムを通じて、吸収したいこと・期待すること及び、自分が現地で出会った人にしてあげたいことについ

て簡潔にご記入ください。 

こ
こ
か
ら
横
書
き
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2016 年度AFS短期派遣プログラム（オーストラリア・カナ
ダ・インド・中国）は、下記に提示する参加規程に沿って、運営・
実施されました。
※アメリカ・イギリスプログラムには別途参加規程があります。
※�一次選考通過後、2017 年度 AFS短期派遣プログラム参加規程をお読
みいただいた上、ご署名が必要となります。
※ �2017 年度 AFS短期派遣プログラム参加規程は一次選考通過後、お渡
しします。

　AFS�Intercultural�Programs,�Inc. は、米国ニュ－ヨ－ク州ニュ－ヨ－
ク市に本部を置く非営利法人です。公益財団法人ＡＦＳ日本協会は、内閣
総理大臣によって認定された非営利法人です（以下、AFS�Intercultural�
Programs,� Inc.、公益財団法人ＡＦＳ日本協会、ならびに両者の関係団
体を併せて、「AFS」と総称します。）。AFSは、さまざまな異文化体験学
習プログラム（以下、「AFSプログラム」といいます。）を通じて、参加生、
家庭、ボランティア、そして地域の人々に対し、多様な文化で構成されて
いる一方で相互依存の度合いを増しつつある世界において、有意義な貢献
をするために必要な技能、態度、知識を得ることができるような機会を提
供しています。
　AFSプログラムは、各国の独立したAFS 組織が運営を担っています。
AFSは、各国AFS 組織を通して受入学校、ホストファミリー（ホームス
テイの場合）への配属、オリエンテ－ションの手配を行います。また、一
般の業者を通して往復の交通手段の手配をし、緊急事態が生じた場合には、
医療および特別の移送の手配を行います。
　日本では、公益財団法人ＡＦＳ日本協会（以下、「AFS日本協会」とい
います。）がAFSプログラムを運営しています。
　以下に記載されたAFS短期派遣プログラム参加規程は、AFSが参加生
およびその保護者の協力を得てAFSプログラムを運営していくための条件
を定めたものです。
　参加生および保護者は、本参加規程の末尾の署名をもって、本参加規
程を遵守することに同意します。

短期派遣プログラム参加規程
短期派遣プログラム関係費に関する規定
1.� 　参加生とその保護者は本規程に定める条件のもとに、「AFS 短期

派遣プログラム関係費説明書」（別紙）に定める短期派遣プログラム
関係費全額を、以下のとおり、AFS日本協会に支払います。

� 　参加生とその保護者は、第一次選考結果通知を受け取った後、別
途AFS日本協会が指定した方法で指定した期日までに、第一次納入
金として、プログラム関係費のうち10万円をAFS日本協会に支払
います。プログラム関係費の（10万円を除いた）残額は、第二次納
入金として、「受入国書類審査通過のお知らせ」を受け取った後、別
途AFS日本協会が指定した方法で指定した期日までに、AFS日本
協会に支払います。

� 　なおAFS日本協会は、本規程第 2項および第 3項の場合を除き、
支払われたプログラム関係費の払い戻しは行いません。

2.� 　プログラム関係費の支払期日後、出国予定日以前に参加生がプロ
グラムへの参加を辞退した場合、AFS日本協会は、その理由のいか
んを問わず、参加生とその保護者が支払ったプログラム関係費から、
参加辞退の意思表示があった時点に応じて、下記の（a）、（b）また
は（c）の金額を差し引いたうえ、残りの金額を参加生とその保護者
に払い戻します。

� � （a）　�「受入国書類審査通過のお知らせ」の発行日付以前の場
合、3万円

� � （b）　�「受入国書類審査通過のお知らせ」の発行日後、出国予
定日の1ヵ月前までの場合、７万円

� � （c）　�出国予定日の1ヵ月前を過ぎた場合、20万円（インド、
中国は15万円）

� 　払戻金の振込手数料は上記（a）、（b）または（c）いずれの場合も、
辞退した参加生とその保護者の負担となります。

3.�� 　参加生が次のいずれかに該当する場合には、AFS日本協会は、参
加生とその保護者が支払ったプログラム関係費全額を、参加生とその
保護者に払い戻します。

� 　①�受入国による書類審査を通過しなかった場合
� 　②��受入国による書類審査を通過した者であって、下記（a）、（b）、（c）

のいずれかに該当する場合
� � （a）　�出国予定日当日またはそれ以前にAFSがプログラムを

中止した場合
� � （b）　�最終的にホストファミリーへの配属ができず出発が不可

能となった場合
� � （c）　�受入国から査証が発給されずプログラムに参加できなく

なった場合

4.� 　AFSは、プログラムの準備段階で実際に発生した経費および予想
される経費に基づきプログラム関係費を定めています。予測できない
理由で経費が増加した場合、AFSはプログラム関係費を増額するこ
とができます。その場合、参加生とその保護者には増額の理由が通
知されます。

安全とサポートに関する規定
5.� 　AFSは積極的な体験学習を推進するよう努めていますが、すべての

参加生の生活を厳しく監視することができないという意味において、参
加生の健康と安全を保障することはできません。参加生は受入国滞在
中は、受入国AFSの旅行に関するガイドラインを守らなければなりま
せん。参加生の個別旅行については最終的な日程を決める前に、受
入国AFS事務所ないしは地域担当者の承認を得なければなりません。

� 　参加生と保護者は、プログラム参加期間中参加生がこれまでに経
験のない、あるいは本国では経験することのないスポーツや諸活動
に取り組むことがあり得ることを理解し、本参加規程の署名をもって
そのようなスポーツや活動に参加するための書面による許可を与えま
す。参加生と保護者は、受入国が内定した時点で、｢受入国での諸
活動への参加および免責に関する同意書｣ に署名を求められます。ま
た参加生と保護者は、参加生が特定の活動や受入学校が行うスポー
ツ行事に参加するため、参加生の行事への参加と行事関係者の免責
に同意する文書への署名を求められる場合があります。

�
6.� 　長年にわたる経験からAFSは、家族や親類、友人たちの訪問が参

加生の受入地域での活動やホームステイ体験を阻害する可能性があ
ることを学んできました。したがって、AFSは、プログラム中の家族
や親類、友人たちの訪問を制限しています。家族や親類、友人たち
が参加生を訪問するにあたっては、あらかじめ、受入国AFS事務所
の承諾を得なくてはなりません。また、訪問の時期や期間については、
受入国の規則に従います。場合によっては家族や親類、友人たちの訪
問が必ずしも許可されないこともあります。なお、訪問中に、ホストファ
ミリーに滞在するなど負担をかけるようなことをしてはなりません。

7.� 　参加生はプログラム参加中、その地域の法律に則った免許を必要
とする自動車やその他の乗り物を運転してはいけませんし、また免許
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を取得するためのいかなる行動も起こしてはいけません。この規定を
守らなかった場合、プログラムは中止となり、参加生は早期帰国とな
ります。

8.� 　参加生は、出発前、受入国滞在中、および帰国後を通じてAFS
が実施するオリエンテーションなどの各種の活動に関して、AFSから
求められた義務を果たし課題をこなさなければなりません。参加生は、
受入学校の授業に出席し、その学校のガイドラインに沿って定められ
た課程を修める責任があります。こうした責任や義務を怠ったりそれ
らに違反したりした場合は、プログラムが中止され早期帰国となる場
合があります。

9.� 　ホストファミリーや受入学校、ならびに受入地域への配属（以下、
「プレースメント」といいます。）の決定、および受入国内でAFSが
必要と判断した場合のプレースメントの変更に関してはAFSがすべて
の権限を持ちます。AFSは、プログラム参加中に参加生を複数の家
庭に配属する場合があります。参加生は、人種・信条・肌の色にか
かわらず決定されたプレースメントを承諾しなければなりません。参
加生とその保護者がAFSの決定したプレースメントを拒否した場合、
AFSは別のプレースメントを保証しません。なお、受入国による書類
審査を通過した場合でも、最終的にホストファミリーへの配属ができ
ないため出発が不可能となることや、受入国の査証が発給されないた
めAFSプログラムに参加できないことがあります（これらの場合のプ
ログラム関係費の返還については、第 3項を参照してください。）。

� 　AFSはAFSの定めたガイドラインに従ってホストファミリーを選び
ます。これらのガイドラインは経験と研究に基づいて設定されたもの
で、順応性、適合性、およびAFSの目的に対する関心度に重きがお
かれています。プログラムを通じて参加生とホストファミリーはAFS
のボランティアや職員からサポートを受けることができます。AFSは
サポートの一つとして、ホストファミリーに対するオリエンテーション
を行い、ホストファミリーとしての十分な理解を求めます。ただし、こ
のAFSによるサポートは、日常生活を常に監督することは不可能で
あり、また不適切でもあるので、ホストファミリーが理解し実行してい
るホストとしての役割を果たすための態度や方法が適切であるかとい
うことを、AFSがホストファミリーそれぞれの日常生活に立ち入って
監督や指導することまでは含んでいません。また、このAFSによるサ
ポートは、ホストファミリーに対してAFSおよびそのプログラムへの
理解を求めるオリエンテーションは行うものの、いかなる目的のため
にもホストファミリーがAFSを代表したり代理人として行動したりす
ることを認めるものではありません。

� 　したがって、AFSは、ホストファミリーの家族の故意または過失が
原因であると主張される損害や損傷に対する賠償請求に関してはいか
なる法的責任も義務も負いません。また同時にAFSは、そうした故
意または過失に基づく損害賠償請求からホストファミリーを守る義務
を負うものではなく、そのような弁護を行いホストファミリーを擁護す
ることはありません。

10.� 　プログラムを通じて参加生はAFSボランティアや職員からサポート
を受けることができます。このAFSによるサポートは、経験と研究に
基づき適切と思われる助言や援助が中心となりますが、参加生がホ
ストファミリーとの日常生活を営む中で参加生としての役割を果たす
ための態度や方法が適切であるかということを監督することまでは含
んでいません。また、このAFSによるサポートは、参加生に対して
AFSおよびそのプログラムへの理解を求めるオリエンテーションは行
うものの、いかなる目的のためにも参加生がAFSを代表したり代理
人として行動したりすることを認めるものではありません。

� 　したがって、AFSは、プログラム参加中の参加生本人の故意や過

失が原因であると主張される損害や損傷に対する賠償請求に関して
はいかなる法的責任も義務も負いません。またプログラム参加中に参
加生が被った損害や損傷に対する損害賠償にかかわることは、すべて
参加生およびその保護者の責任となります。AFSは、要請があれば、
弁護士を紹介するなどの法的援助を行いますが、そうした参加生本人
の故意や過失に基づく損害賠償請求から参加生を守る義務を負うもの
ではなく、そのような弁護を行い参加生を擁護することはありません。

11.� 　麻薬の使用に関する法律は多くの国で厳しいものになっており、長
期間の投獄か、死刑が科せられています。AFSの参加生は受入国と
受入地域の法律に従わなければなりませんし、参加生が違法薬物に
かかわったり、いかなるものであれ、違法行為にかかわったりした場合、
AFSもその参加生が国籍や市民権を持つ本国政府も参加生を逮捕や
処罰から保護することはできません。そうした犯罪やその他の法的事
柄に関して法的手続きを取る場合の費用については、参加生およびそ
の保護者の負担となります。医療目的以外で麻薬の使用にかかわった
場合は、早期帰国になります。

� 　参加生はアルコール飲料の購入や消費については、受入国や受入
地域の法律に従わなくてはなりません。加えて、AFSは参加生が飲
酒に関しては責任感ある態度をもって受入国や受入地域の慣習やしき
たりを尊重することを求めています。プログラム期間中は、一気飲み
に類するものを含め、アルコール飲料の乱用は許されません。アルコー
ル飲料を乱用したり、短時間に多量の飲酒をしたりすることは、自他
を危険にさらすことになります。例えば、短時間に多量に飲酒すると
急性アルコール中毒を引き起こし、死に至ることがあります。酔っ払っ
て、不適切な行為を行うこともあります。また、そのようなことを他の
人に勧めたりすると刑事事件になる場合もあります。そのような飲酒
にまつわる言動は、AFSプログラム参加中は許されず、参加生は早
期帰国となります。アルコールの使用に関して逮捕されたり、受入学
校から停学処分を受けた場合も早期帰国となります。

12．　進行中のプログラムの中止
� � （a）　�参加生が受入国への移動中または滞在中に参加生が危

険にさらされるような状況が受入国側にあるとAFSが判
断した場合、AFSはいつでもプログラムを取り消したり、
一時中止したりすることができます。参加生あるいは保
護者がある特定の受入国の状況について心配がある場合
には、AFSに連絡を取り、AFSは入手している情報を
提供するか、外交にかかわる地域の官庁への照会を勧め
ます。AFSが危険になり得ると判断する事態がプログラ
ム期間中に受入国で生じた場合、AFSは参加生を帰国
させることがあります。

� � （b）　�参加生が本参加規程の各規定を守らなかった場合、参
加生または保護者が参加生にかかわる重大なことがら
を正しく報告していなかったり開示していなかったりした
ことが判明した場合、または参加生やAFSのためにな
らないような言動が参加生にあったとAFSが判断した
場合、AFSはその参加生のプログラム参加を取り消し、
本国に早期帰国させることができます。例：参加生が自
動車やエンジン付きの乗り物を運転した場合（第 7項参
照）、早期帰国となります。またアルコ－ルを乱用したり、
医療目的以外に麻薬を使用したり、あるいはかかわった
りした場合（第 11項参照）も早期帰国となります。

� � 　　　�参加生が自動車やエンジン付きの乗り物を運転したこと
や、医療目的以外に麻薬を使用したり、あるいはかかわっ
たりしたことや、その他の自他を危険にさらすような言動
があり、それらについての情報がソーシャルメディア（例
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として、ユーチューブなどの動画投稿サイト、ツイッター
などの簡易投稿サイト、MixiやFacebookなどのソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス、ブログなど）や他の
公開サイトで得られた場合も早期帰国の対象になり得ま
す。受入国の旅行に関する方針やその他、参加生の安
全を守るための方針を守らなかった場合も早期帰国の対
象になり得ます。

� � （c）　�保護者の同意のあるなしにかかわらず、プログラムを完
了しないと参加生が決断した場合、参加生のプログラム
への参加は中止され、引き続き受入国に滞在することは
できません。また、出国するために国際空港へ向かうま
での国内運賃も含めてプログラムの残り期間におけるプ
ログラム関連のサポートを受けることができません。

� � （d）　�参加生のプログラムへの継続的参加に実質的に支障が
でるような身体的、医学的、心理的な問題が生じる、ま
たはすでに参加生にそのような問題が生じている、とＡＦ
Ｓが判断したとき、または参加生が本国で治療を続けた
方がよいと医療専門家が判断したとき、AFSは参加生
のプログラムへの参加を中止させ、早期帰国させること
ができます。

　プログラムの応募書類とともに提出する健康診断書は真実を記したもの
で、一切間違いや記入漏れがあってはなりません。もし応募書類提出後、
出発前に何らかの重大な健康上の出来事（処方薬の種類や量の変更や身
体面や精神面での治療の開始または終了を含むが、それらに限らない）が
生じた場合には、AFSに直ちに文書で報告しなければなりません。AFSは
参加生のAFSプログラムへの参加が適切かどうかを決定し、AFSプログ
ラムへの参加が参加生やAFSにとって最善ではないとAFSが判断した場
合には、AFSはプログラムへの参加を取り消したり、出発を延期すること
ができます。健康診断書の間違いや記入漏れは参加生のプレースメントの
実施や継続を困難にし、プログラム参加の出発前の中止や、早期帰国の原
因となり得ます。
　以上の例で説明したような事態が生じた場合には、プログラム関係費は
返還されません。また早期帰国の決定に関連した帰国便の手配は、旅行部
分の主催者である旅行代理店（第 15項、第 18項参照）との契約条件に
沿って行われます。AFSは、参加生の早期帰国を決定した場合、その旨を
旅行部分の主催者である旅行代理店に通知します。

旅行に関する規定
13.� 　参加生はAFSの単一のプログラムに参加し、AFSによってあらか

じめ定められた旅行期間を除き、そのプログラム期間中受入地域に
滞在しなければなりません。滞在途中で受入国を離れたり、帰国した
り、滞在中に一時帰国したりすることは許されていません。参加生は
受入国内のプログラム終了後、本国に帰国します。

14.� 　本国内の自宅と出国国際空港との間ならびに帰国国際空港と自宅と
の間の旅行手続きおよびそれにかかわる一切の費用は、参加生とその
保護者の負担となります。

� 　出入国管理法の規定あるいはその他受入国固有の事由に拠り、プ
ログラムが終了もしくは中止した参加生は、受入国にとどまることがで
きないことが多々あります。そのため、プログラムが終了または中止
次第、参加生はあらかじめ決められた旅程に沿って受入国を離れなけ
ればなりません。このような規定のある国に滞在する参加生は、プロ
グラムが終了または中止次第、速やかに帰国します。

15.� 　本国と受入国の往復の交通機関、日程などに関してはAFS日本協

会の指定する旅行代理店（第 18項参照）が手配を行います。

16.� 　参加生はAFSおよびAFSの指定する旅行代理店が手配した出発
日および帰国日、旅行手続き、交通機関、日程に従わなければなり
ません。この日程や手続きに従わない場合は、プログラムに関連する
サポートを受けられない場合があります。

17.� 　参加生が書類を提出しなかったり不備のまま提出したり、適切な旅
行条件を満たさなかったり、責任を果たさなかったりしたために生じ
た、あるいは参加生の不適切な行動により生じた、余分な旅費や経
費は、参加生とその保護者がAFSに弁済しなければなりません。

18.� 　参加生とその保護者は旅行に関する以下の条件に同意します。

責任について
　本国と受入国の往復の交通機関、日程などに関しては、AFS日本協会
の指定する旅行代理店が手配を行います（第 15項参照）。参加生および
保護者は、指定旅行代理店との間で旅行に関する契約を取り交わさなくて
はなりません（旅行代金の支払いについては指定旅行代理店との契約条件
に従います。）。また、受入国内の交通機関の手配は、受入国AFSおよび
その指定する旅行代理店が行います。
　AFSは、旅行または交通機関により生じた物的損害、人的損害および
損失については、AFSに故意または重大な過失がない限り、原則として責
任を負いません。

変更とキャンセルについて
　旅行の日時、日程、利用交通機関は変更することがあります。この場合、
AFSは、日程変更により生ずる不都合ないし損害については、AFSに故
意または重大な過失がない限り、原則として責任を負いません。

個人の荷物と所有物について
　AFSは、個人の荷物や所有物の損失や損害について責任を負いません。
また参加生が自分の所有物の損害や損失に関し交通機関に対し請求できる
範囲は限られており、その範囲は航空券の条件、あるいは参加生に対して
航空会社や輸送業者が発行する輸送約款に定めるとおりです。
　荷物の超過料金など航空券代に含まれない雑費は参加生の負担になります。

医療に関する規定
19.� 　AFSは、二次的旅行医療保険に加入しています。この保険は、１

件あたり1,000,000 米ドルを上限として、参加生に発生し支払われ
た医療費すべてを補償するものです。ただし、参加生が出国するため
の集合場所に到着した時点から、AFSプログラムを離脱した時また
は本国に帰国した時のどちらか早い時点までに治療が行われる場合に
限ります。この旅行医療保険は、参加生が帰国した後の医療費につ
いては、そのような費用がAFSプログラム参加中に生じた事情に起
因するかどうかにかかわらず、補償しません（ただし、「医療パンフレッ
ト」で詳述されている場合はこの限りではありません。）。参加生とそ
の保護者は、AFSが加入しているのは二次的な保険であるため、参
加生が契約している一次的保険契約会社に対し、AFSが求償するこ
とがあることを理解しています。

� 　補償の具体的な条件については、「医療パンフレット」を参照してく
ださい。

� 　参加生とその保護者は、参加生が公的な健康保険および傷害保険
の制度に加入していない場合には、個人的に健康保険および傷害保
険に加入するよう、AFSが参加生に対し強く勧めていることを理解し
ています。
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20.� 　AFSは、以下に関する費用については、それらの医療などがいつ
行われ、費用がいつ発生したかにかかわりなく、その費用を一切負担
しません。すなわち、参加生が出国するための集合場所に到着した時
点から遡って18ヵ月の間に治療を求めたか、治療が行われた症状（以
下、「直近の既往症および現症」といいます。）、予防薬、予防接種、
歯科治療、眼鏡、コンタクトレンズ、通常の視力検査、美容整形手
術や緊要ではない手術など。参加生が上記医療などを必要とした場
合には、保護者は参加生またはホストファミリーから、そのような医
療を行うこととその費用を支払うことへの許可を求める連絡を直接受
け、必要な金額を参加生またはホストファミリーに直接送金しなけれ
ばなりません。

� 　直近の既往症および現症の治療に必要な器具、医薬品の手配・輸
送・管理などは、すべて参加生の責任で行わなければなりません。
AFSは、上記器具、医薬品の輸送に関する費用などの直近の既往症
および現症に関する費用を一切負担しません。直近の既往症および
現症に起因して早期帰国をしなければならない場合、参加生と付き添
い者の航空運賃や付き添い者の食費や宿泊費を始めとする必要諸経
費など関連諸経費は、保護者が負担します。直近の既往症および現
症に関する医療措置や治療に関しては、AFSには説明責任はありま
せん。上記に関連する費用が発生し、これをAFSあるいはAFSが
依頼した第三者が立て替えて支払った場合は、参加生とその保護者
がその費用全額をAFSまたはその第三者に対し、返済します。

21.� 　医療行為を受けるかどうかの最終的な決定は保護者が行います。
ただし、AFS 医療費プランは、参加生が出国するための集合場所に
到着した時点から、本国に帰国するまでまたはAFSプログラムを離
脱した日のどちらか早い時点までの間に主治医の勧めに基づいて行っ
た医療行為の医療費だけが弁済の対象になります（第 12項 d参照）。
参加生と保護者は、医療行為に関して以下の条件を承諾します。

� � （a）　�医療機関の選択にあたっては、その受入地域で広く信頼
されている水準にあるものを選ぶよう最大限の努力をし
ます。一部の国ではその国の守秘義務や医療手続きに関
する法律のために、AFSが参加生の治療に関する医療
記録や文書を入手できないことがあります。

� � （b）　�医療にかかわる緊急事態が生じた場合、もし時間の余裕
があれば、AFSはAFS日本協会を通じて保護者に連絡
を取り、手術やその他必要な処置の許可を要請します。
ただし、参加生と保護者は、AFSに対し、保護者に連
絡を取る時間的余裕がなく、その状況にもないとAFS
が判断した場合、AFSが保護者に代わり、医師の勧め
に従い、その監督のもとで行われる医療処置、レントゲ
ン検査、麻酔、輸血、その他内科的または外科的診断、
治療、入院に同意することを認めます。

� � 　　　�加えて、一刻を争うような緊急事態が発生した場合には、
医療従事者が参加生の命を救うために必要と判断した場
合、保護者やAFSに連絡がある前に、レントゲン検査、
輸血、手術などの医療処置が取られることを認めます。

� � （c）　�主治医が医療上の理由により国外退去を勧めた場合など
参加生がいったん受入国を離れ他の施設に移った場合に
は、AFS医療費プランの対象から外れます。

� � （d）　�参加生と保護者は、緊急治療にかかわる措置に関して、
AFSに対し、一切責任を求めません。

個人情報保護
22.� 　AFSは、個人情報を重要なものと認識し、その取り扱いについて

は細心の注意を払います。参加生およびその保護者は、以下に掲げ

るAFSにおける情報セキュリティー・個人情報保護に関する基本方
針に同意します。

個人情報の保護・管理
　AFSは参加生とその家族から提供された個人情報の保護を重視し、そ
の取り扱いについては細心の注意を払います。個人情報はコンピュータ、ファ
イルキャビネットなどで厳重に管理し、安全な方法で保管します。電子化し
た個人データは漏洩、滅失、破棄・毀損などの防止のために、厳重に管
理された国内および海外の複数のデータセンター内のコンピュータに安全
な方法で転送し、保管します。

個人情報の利用について
　参加生の応募時点以降、AFSが取得する参加生およびその家族などに
関する個人情報は、参加生の選考、旅行手続き、プレースメント、研修、
サポート、評価・改善など、AFSプログラムの実施に必要な範囲内でのみ
保管し、AFS役職員、顧問、ボランティアが必要な場合に限り利用します。

個人情報の第三者への提供について
　AFSは以下の場合を除き、参加生とその家族に関する個人情報を第三
者に提供しません。
� （１）　あらかじめ参加生と保護者の同意を得ている場合。
� （２）　�AFSプログラム運営のため、AFSが適切な監督を行う業務

委託先に提供する場合。
� （３）　�参加生の生命、身体または財産の保護に必要な場合で、参

加生およびその保護者の同意を得ることが困難な場合。
� （４）　�司法機関、行政機関などから法令に基づき提供を命じられた

場合。

サポートに関する情報の保管・利用について
　AFSは、プログラム参加期間を通して、参加生やその他複数のAFS関
係者にかかわる個人情報を適切に保管します。また、AFSは参加生のサ
ポートに関する情報を記録し、機密情報として保管します。これらの情報
はAFSに帰属し、AFSプログラムの実施に著しい支障を及ぼす恐れがあ
るため、法律により義務づけられる場合を除き、開示しません。

23.� 　本参加規程は、別途参加生および保護者が提出したAFSプログラ
ム参加応募書類、「受入国での諸活動への参加および免責に関する
同意書」、「医療パンフレット」とともに、当事者間の完全な合意をあ
らわすものです。

24.� 　参加生と保護者は、プログラム参加応募書類には事実を正確に記
載したことを確認し、また、何らかの変化が生じた場合は、直ちに
AFSに報告することを約束します。

25.� 　本参加規程に関連して、特別の事情により発生した損害賠償の請
求については、AFSは一切、責任も義務も負いません。ただし、AFS
（その役職員を含む）に故意または重大な過失がある場合はこの限り
でありません。

26.� 　本参加規程に記載されている規定のいずれかが効力を失ったり、強
制力を失ったりしても、本参加規程に記載されている残りの規定の有
効性には何の影響も及ぼしません。

27.� 　本参加規程の内容およびそれに関連する事項についての争訟は、
日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とします。
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受入国内定発表
（P65-66参照）

郵送

×○

×○

×○

郵送ならびに
インターネット

※秋以降、定員に達していない国を対象に追加募集を行います。詳細はWEBサイトで発表します。

選考手数料
（P67参照）

試験会場
（P11、65-66参照）

応募資格以外の
受験条件

（P56、65-66参照）

希望国の変更･追加
（P61参照）

×
○

（各選考1回限り。選考試験
直前の金曜午後5時まで）

奨学金
（P78-85参照）

×
（一部を除く）

○
（受入国内定後、申請受付）

その他

試験内容

一般教養

○推薦書

○○確認・同意書

○○払込受領書（コピー）

○○

×

ーー全国約10～20会場（予定）

20,600円

試験日 ーー

申込書

×英語証明書

英語

日本語面接

（P65-66参照）

応募書類 （P67参照）

英検準2級以上の証明書

英検準2級以上

A日程：  6月15日（日）
B日程：  7月20日（日）
C日程：10月 5日（日）

書類受付期間
（消印有効・持ち込み不可）

4月11日～9月26日
（定員に達し次第募集終了）

A日程： 4月 1日～ 6月 2日
B日程： 4月 1日～ 7月 7日
C日程： 7月30日～ 9月22日

対象国
（P59-60参照）

選考方法

派遣強化国
A日程：派遣予定の全ての国
B日程：派遣予定の全ての国
C日程：募集継続国

一般選考 指定校推薦

○
（指定校推薦用の書式）

AFSの目的
AFSは国際的なボランティア団体であり、営利を目的としない民間の
組織である。
より公正で平和な世界の実現に必要な知識、能力、理解力を多くの
人びとが身につけるため、さまざまな異文化と接する機会を提供するこ
とを目的とする。
　
AFS Statement of Purpose
AFS is an international, voluntary, non-governmental, non-profit 
organization that provides intercultural learning opportunities to 
help people develop the knowledge, skills and understanding 
needed to create a more just and peaceful world.

AFSの基本的価値観と立場
多様性に満ちた世界において、平和と相互理解の推進のため行動す

る、責任ある地球市民を育てようとAFSは考える。平和は常に、不正、
不公正、偏狭な心によって脅かされる危ういものだと認めるからである。

AFSはすべての個人すべての国と文化に、それぞれの尊厳と価値が
あると確信し、その考えが広く確立されるよう努力する。そして、人種、
性、言語、宗教、社会的地位の違いとは無関係に、人権と基本的自由
が尊重されるよう、その実践を推進する。

AFS活動は人間の尊厳、違いの尊重、調和、感受性、寛容の精神と
いう基本的価値観に基づいて行われる。

-1993年開催　AFS世界会議で採択

　

The Core Values and Attributes of AFS
AFS enables people to act as responsible global citizens working 
for peace and understanding in a diverse world. It acknowledges 
that peace is a dynamic concept threatened by injustice, inequity 
and intolerance.
AFS seeks to affirm faith in the dignity and worth of every human 
being and of all nations and cultures. It encourages respect for 
human rights and fundamental freedoms without distinction as to 
race, sex, language, religion or social status.
AFS activities are based on our core values of dignity, respect for 
differences, harmony, sensitivity and tolerance.

-Adopted at the 1993 World Congress

AFSの理念
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AFSでは短期派遣プログラム以外にも、年間派遣プログラム参加者や
来日留学生のホストファミリーを募集しております。
ご興味のある方は当協会までご連絡ください。

ホームページやSNSでも最新の情報をご覧いただけます。

E-mail info@afs.or.jp

facebook.com/afsjapan

twitter.com/AFSJAPAN

youtube.com/AFSJPN
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