AFS Global Choice

カナダ寮滞在プログラム〈第１期生〉 応募要項

高校生の交換留学制度を通じて異文化理解教育を 60 年以上にわたり実践してきた公
益財団法人 AFS 日本協会は、人気の北米エリアへの留学プログラムを拡充するべく、
AFS Global Choice カナダ寮滞在プログラムを新たに募集・派遣開始いたします。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
AFS について
米国ニューヨーク市にある国際本部を中心に、世界各国でさまざまな異文化交流事業
を実施している非政治的、非営利的、宗教色のない国際的な教育交流団体です。第一
次・第二次世界大戦に戦場で傷病兵の救護にあたったアメリカ人ボランティアが組織
した奉仕活動に始まり、大戦終結後、戦争の悲劇を繰り返さないために、相互理解の
重要性を認識し、1947 年に高校生の交換留学制度を発足させました。現在、世界約
60 ヵ国の国と地域が加盟し、年間 12,000 人の交流を実施しています。
AFS の理念
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。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
1. 主催
公益財団法人 AFS 日本協会、AFS カナダ、College Saint-Jean-Vianney
2. プログラム内容
本 プ ロ グ ラ ム は 、 AFS カ ナ ダ お よ び ケ ベ ッ ク 州 の 全 寮 制 高 校 College
Saint-Jean-Vianney との協働プログラムです。学校職員は異文化体験プログラムの
ための研修を受講しています。AFS のサポート体制の下、充実の施設に滞在しながら
のカナダ留学が叶います。ケベック州はフランス語が公用語ですが、学校内・寮滞在
中は英語での生活となります。
〇モントリオール
フランス語・英語の二言語を公用語とするモントリオールでのプログラムです。
留学生同士のコミュニケーションは英語となります。
〇寮滞在型
全寮制高校のため、現地の高校生や他の留学生と交流を図りながら安全に滞在できま
す。
〇充実の授業ラインナップ
英語の授業はもちろんのこと、フランス語授業も選択可能です。また、成績証明書の
発行が可能です。
〇ESL コースの提供
夏休み期間（7 月下旬～）を利用して ESL コースを追加することが可能です（有料）

〇スポーツ施設完備
授業後は充実のスポーツ設備を利用可能です。
〇Apple 認定高校
最新の IT 機器を利用した授業が行われます。
学校ウェブサイト：http://www.st-jean-vianney.qc.ca/college
３．滞在形式、滞在中のサポート
全寮制高校にルームシェアの形で滞在します。
プログラム期間を通して 1 日 3 食が提供されます。モントリオールは AFS カナダの
事務所拠点であるため、滞在中は学校スタッフと AFS カナダの職員が共同でサポー
トします。
また、クリスマスなどの長期休暇では短期のホームステイ体験が予定されています。
４．派遣期間
2019 年 8 月 24 日(土)～2020 年 6 月 30 日(火) ＜予定＞
５．募集人数（定員）
若干名
６．参加資格
〇年齢制限
2001 年 12 月 24 日~2003 年 8 月 24 日

生まれ

※ケベック州の教育制度上、授業レベルは日本の高校 1 年~2 年生相当となります。

〇応募資格・英語資格
-在学校長から推薦され、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。
詳細は申込書参照。
-英検準 2 級相当以上の英語資格を保有、もしくは 2019 年 3 月末日までに
取得すること。
〇AFS 日本協会の定めるオリエンテーションに全日程出席できること
〇AFS 日本協会の定める書類審査を通過すること
〇AFS カナダの受入国審査を通過すること
〇その他：iPad を持参すること（授業で使用）

７．プログラム参加費 ：

360 万円

1) 参加費に含まれるもの
■日本から受入国まで往復航空運賃
■AFS が加入する団体保険
■出発前・滞在中・帰国後オリエンテーション参加費
■ホストスクール授業料・寮滞在費・通学交通費
■出発前・滞在中のサポート経費、連絡諸経費
■AFS が企画する参加必須の行事やカウンセリングに関わる経費
■プログラム運営・管理費
■AFS 国際本部経費
2) 参加費に含まれないもの
■空港税、燃油サーチャージ及び出国手続き諸費用（当協会指定の旅行代理店による）
■査証申請料・取得関連費用（指定された大使館までの交通費、指定病院での健康診断作成費用等）
■予防接種など、受入国からの連絡により必要となる諸費用
■オリエンテーション会場と自宅間の移動・前泊の費用
■当協会が指定する集合・解散場所（成田又は羽田空港を予定）と自宅間の移動・
前泊の費用
■海外旅行傷害保険、加入費用（任意加入）
■留学中の歯科治療費、眼鏡（コンタクトレンズ）代金、直近の既往症及び現症
の障害・疾病継続治療費、健康診断料、視力検査料、予防接種代金、予防薬代金、
美容外科費用など保険でカバーされない費用
■留学中の小遣い
■受入国 AFS 主催の任意参加旅行費用
■受入国 AFS が出発前に指定する学校費用

８． 応募方法と締切
1) 応募に必要な書類
① 参加申込書・自己 PR 書
② 推薦書
③ 通知表コピー（現学年・前学年の 2 年分）
④ 英語能力証明書コピー
⑤ 選考手数料（21,600 円）の振込受領書コピー
2) 選考手数料の払込先
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

※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、別途メールで振込内容（カナダ
寮滞在プログラムの選考手数料）
、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
※一度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。

3) 応募書類送付先
〒105-0004
東京都港区新橋 5-22-10 松岡田村町ビル 7F
公益財団法人 AFS 日本協会 「カナダ寮滞在プログラム」係
４）応募受付期間
2018 年 12 月 3 日～2019 年 2 月末迄 随時 ※定員に達し次第募集終了
順次受付、参加内定となります。定員に達し次第募集を締め切りますので、お早目に
お申し込みください。募集状況は当協会ホームページでご確認いただけます。

９．

結果通知・出発までの準備のご案内

参加内定後は出発に向けて準備を進めていただきます。AFS からのご連絡は基本的に
E メールを使用いたします。
1) 合格発表
応募書類受領後、約 3 週間後に記載の E メールアドレス宛に合否通知。
追って、2019 年１月上旬以降、本人及び在学校長宛てに結果通知発送（書面）
＜一次納入金お支払い＞

2) カナダでの受入国審査のために、受入国に送る英文書類*を作成いただきます。
同時に査証手続きがスタートします。査証取得には東京での手続きが必要です。
3) 事前研修として、オリエンテーションにご参加いただきます。
（3 月・6 月の 2 回を予定）
４）受入国審査通過のお知らせ＜二次納入金お支払い＞
*英文書類：英文成績証明書（在学校作成）、英文健康診断書を含むオンライン及び書面で作
成する受入国審査のための書類一式。

10. 出発

AFS の定めるフライト（成田空港を予定、2019 年 6 月頃確定）で渡航いただきます。
指定の日時に、指定集合場所までお越しください。

11. 帰国後
帰国後は、日本語でレポート（体験談）の執筆にご協力ください。

--本プログラムに関するお問い合わせ先
公益財団法人 AFS 日本協会 「カナダ寮滞在プログラム」係
〒105-0004 東京都港区新橋 5-22-10 松岡田村町ビル 7F
電話 03-6206-1913
FAX 03-6206-1917
E-mail info@afs.or.jp

http://www.afs.or.jp/
モントリオール（イメージ）

キャンパス（イメージ）

ＡＦS Global Choice カナダ寮滞在プログラム＜第１期生＞ 申込書
記入日

年

月

事務局記入欄

ふりがな

性別

氏名

男・女

NAME
（ローマ字で記入。パスポートを持っている場合は同じ表記にしてください）

生年月日

（西暦）

年

月

TEL(
)
FAX(
)
携帯TEL（本人）：
携帯ＴＥＬ（保護者）：
Eメールアドレス：

日生

※過去3か月以内に
撮影した縦45mm×横
35mm（パスポートサイズ）
の無背景顔カラー写真を
貼付。
裏面に氏名を記入。

ふりがな

現住所 〒
（アパート・マンション名も記入してください）
ふりがな

在学校名
↓〇で囲む
国立
公立
私立
在学校 TEL（

）

中学校
中等教育学校
高等学校
高等専門学校
専修学校高等課程
在学校 FAX（
）
-

-

前年度と今年度の欠席日数の合計が30日以内であることが応募条件です。
けがや病気が完治し、留学生活に支障のない場合は考慮しますので、以下に欠席理由と現状
を記入して下さい。
病気の場合は応募資格1）を満たしていることが条件です。
（
）

第

学年

□前年度と今年度に
合計30以上欠席した
（理由を左欄に記入のこと）

提出物チェック
下記提出書類について、全て同封の上書類受付期間内にご応募ください。
チェック欄
□
□
□
□
□
□

提出書類
AFS Global Choice カナダ寮滞在プログラム ＜第1期生＞申込書（本紙）
自己PR書（本紙裏面）
推薦書
通知表コピー
英語能力証明書
選考手数料の払込受領書のコピー

応募資格
①異文化体験に対する興味と意欲をもち、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。
カウンセリング又は投薬治療を受けていた場合、2018年4月1日時点で治療終了後12か月が経過していること
②2018年4月もしくは中学生の場合2019年4月の時点で、学校教育法が定める日本の高等学校・高等専門学校又は
専修学校高等課程の第1、2学年に在学する人。かつ、前年度と今年度の欠席日数の合計が目安として30日以内であること
③2001年12月24日～2003年8月24日生まれであること。
④応募時点で学業成績が中程度以上であること。
⑤在学校の学校長から推薦されること

□上記応募資格を確認しました

上記の通り申し込みをいたします。

上記の通り申し込みに同意いたします。
年

本人署名

月

日

年

保護者署名

保護者署名

月

日

自己PR書①
〈書式指定・手書き〉

1. なぜ高校留学をしたいと考えているか、AFS プログラムに関心を持った理由
2. 学力・語学力以外の活動実績、特技、保有資格についての具体的な PR ポイント
3. プログラムを通じて吸収したいこと・期待すること及び、現地で出会った人にしてあげたいこと
4. 英語力以外に保有している資格や PR ポイントをわかっている第三者の推薦文等があれば、証明書のコ
ピー、推薦書原本を同封してください。
氏名：

学校名：

1.

2.

3.
〈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〉

関係中学校・中等教育学校
高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程
学校長、担当教諭 各位
公益財団法人 AFS日本協会

AFS Global Choice カナダ寮滞在プログラム

推薦書作成について（お願い）
公務ご多用とは存じますが、貴校生徒の当協会プログラムへの応募にあたり、下記をご参照のうえ、推薦書を作成していただ
きたく、お願い申しあげます。

記

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す。より公平で平和な世界の実現に必要な知識・
能力・理解力を多くの人々が身につけるため、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しています。

AFS Global Choice カナダ寮滞在プログラム
若者を外国に派遣し、留学先での異文化体験を通して国際理解を深めることができる教育的機会を提供します。留学期間は一学
年間とし、カナダで現地の全寮制高校 College Saint-Jean-Vianney に通学します。

○書類受付期間： 2018年12月3日より随時
※先着順に受付し、選考を実施。定員に達し次第、募集を締め切ります。募集状況はホームページをご確認ください。

○応募資格以外の受験条件：

実用英語技能検定 準2 級、GTEC for Students L&R&W485、TOEIC®Listening&Reading400
または TOEIC Bridge®134 以上の資格を保有していること、もしくは2019年3月末日までに取得すること。

○試験内容：

在学校からの推薦書、ならびにその他の提出書類（申込書一式、自己 PR 書、過去 2 年分の通知表）をもとにした
書類選考。

○結果発表：

出願書類受領後 約３週間後に、学校長と応募者宛にそれぞれ結果通知を発送。

裏面もご参照ください。

推薦方法
異文化体験に対する強い興味と意欲をもち、応募資格および受験条件を満たしている貴校の志願者に対して校内で面接を行い、
所定の推薦書をご作成ください。複数応募の場合は推薦書をコピーしてご使用ください。

推薦書作成上の留意点
１. 校内面接について
AFS の留学生は、親元を離れ、未知の文化、未知の人間関係のなかで、多くのことを自分で判断し、行動しなければな
らない 1 年を過ごします。よって、応募資格にありますように、異文化体験に対する興味と意欲を持ち、留学先での生
活に適応できる資質があるかどうかをご確認ください。
生徒に求められる資質としては次のようなものがあります。面接のご参考にしてください。
①自己認識および自主性
・自分の長所、短所を知っているか
・自主性があるか
・自分なりの考えを持ち、かつそれを表現できるか
②挑戦意欲と柔軟性
・様々な教育環境から学べるか
・新しい事に挑戦できるか。失敗しても再度挑戦できるか
・新しい状況の中でも自分なりの役割を見出し、果たしていけるか
・異なった社会構造、価値観に対して理解を示し、適応できそうか
・客観的な見方ができるか。妥協できるか
③他者との関係
・問題が生じた時も、自分の殻に閉じ込もることなく、他者と自分の感情を分かち合えるか
・理解を深めるために、他者に助言を求め、受け入れられるか
・他者に対する思いやりを持っているか

２. 成績について
成績順位のご記入にあたっては貴校の同学年の全生徒の中での順位又は同学年の学科・コース別などの生徒の中での順位
を勘案し、ご記入ください。入学時まもない場合は、入試の成績又は入学後に実施した試験の結果をご考慮ください。
成績順位が内定後に提出された成績証明書と著しく乖離している場合は、内定取消となる場合がありますのでご注意くだ
さい。

３. 出席日数について
応募者の前年度（高校 2 年生は高校 1 年生、高校 1 年生は中学 3 年生、中学 3 年生は中学 2 年生）及び今年度（記入日
現在）の欠席日数をご記入ください。高校進学等により前年度の欠席日数が不明な場合には、応募者に通知表を持参させ
て記入してください。それでも不明な場合は空欄で構いませんが、その理由を必ずご記入ください。

提出方法
ご記入いただいた推薦書は厳封のうえ、応募者本人にお渡しください。本人が申込書などその他書類と一緒に当協会に提出しま
す。

応募資格
下記の 5つの項目をすべて満たしていること
１)異文化体験に対する興味と意欲をもち、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。カウンセリング又は投薬治療を
受けていた場合、2018 年 4 月 1 日時点で治療終了後 12 か月が経過していること（注 1）
２)2018 年 4 月もしくは中学生の場合2019年4月の時点で、学校教育法が定める日本の高等学校・高等専門学校又は専修学校高等課
程の第 1、2 学年に在学する人。かつ、前年度と~今年度の欠席日数の合計が目安として 30 日以内であること（注 2）
（注 3）
３)2001 年12月24日～2003年8月24日生まれであること
４)応募時点で学業月成績が中程度以上であること（注４）
５)在学校の学校長から推薦されること

（注 1）精神科、心療内科、神経（内）科、小児科、臨床心理士に不登校や対人関係などのこころの問題でカウンセリング又は投薬治療
を受けている最中、又は治療終了後 12 か月が経過していない場合は、お申込みいただけません。
（注 2）中等教育学校の場合、
「第１学年」は第４学年を、
「第２学年」は第５学年を指します。
（注 3）前年度と今年度の欠席日数の合計は、保健室登校などで登校してい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。選考試験申込時に理由と現状を記載してください。場合によっては診断書
の提出を求めます。
（注4 ）受入国内定後、過去 3 年分の成績証明書の提出を求めます。

内定の取消
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、内定を取り消すことがあります。内定取消は AFS
から「内定取消通知」の書類を発送したときに効力を生じます。内定取消となった場合は、同年度の選考試験の再受験はできませ
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)当協会及び留学内定国が定めている学業成績及び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)自己又は他人を傷つけ、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)在学校の学校長から推薦を取り消されたとき（原因が参加生本人にあるかどうかを問いません）
５)在学校から他の高等学校・高等専門学校又は専修学校高等課程に転校し、転校先の学校長から留学が承認されなかったとき
６)日本の高等学校・高等専門学校又は専修学校高等課程に在学しなくなったとき。ただし、在学校での留学手続きのため出発直前に
退学手続きを取る場合を除く
７)当協会に提出した書類の情報が正しく記載されていなかったとき
８)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
９)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
10）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又は態度が見られたとき
11）受入国のAFS 事務所が受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
12）中学 3 年生受験者が高校進学後、進学先の学校長から推薦を得られなかったとき
13）プログラム参加費の支払期日を過ぎても支払いがなされないとき、及び出発予定日の前日までに参加費全額の支払いが完了しないと
き14）AFSの方針、ルール、諸手続きに従わないとき
15）時期、態様のいかんを問わず、AFS の名誉あるいはその社会的評価を傷つけ、AFS 生としての品位を汚し、AFS 又は AFS 職員に対
する暴言、威嚇あるいは侮辱を行うなど、不適切な行為を行ったとき
16)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、7） 8） 13） 14） 15）は保護者についても該当性判断の対象となります。

推薦書作成後、当該生徒が転校・長期休学、あるいは退学した場合、及び上記に該当する事態が生じた場合には速やかに当協会まで
ご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】
プログラム本部 派遣担当

TEL :

03-6206-1913
業務時間：月〜金

FAX :

03-6206-1917

9:00 〜 17:00

年

公益財団法人 AFS日本協会

月

日

御中

学 校 名：
所 在 地：
学校長名：
電話番号：

学校長
印

ＦＡＸ番号：

推薦書
本校は学校教育法の定める学校で、本校在学中の下記の者を留学生としての資質を満たす者として推
薦いたします。選考試験を通過し、
受入国が内定した場合には、
AFS 日本協会が定めるオリエンテー
ションへの出席を許可いたします。
記
（西暦）

生徒氏名：

生年月日：

年

月

学科 / 学年：

日生まれ

性別：男・女

科

年

1.

人物
候補生の性格（長所・短所）
、家族、同年輩および世代の違う人々とどのように関わっているか具体的に記述してく
ださい。

2.

学業・学校生活
得意・不得意科目を克服するために努力しているか、課外活動・生徒会活動・学級活動等の様子および役割等を具
体的に記述してください。

3.

参加生としての意欲・素質、留学に関する家族の理解

4. 成績順位
貴校の同学年の全生徒の中での順位、又は同学年の学科・コース別などの生徒の中での順位を勘案し、以下の該当欄に一つ
だけ○をつけてください。

上位４分の１以内

上位４分の２以内

上位４分の３以内

上位４分の３未満

原則として学業成績が中程度以上であることが AFS の国際基準になっています。ただし、AFS 国際基準よりも成績が
下である場合は、必ずしも受入国審査を通るとは限りません。在学校からの推薦書など書類提出を追加で求められる
こともあります。
学業成績が後日提出される成績証明書と大きく異なる場合、内定取消になることがあります。

5.

出席日数

前年度の欠席日数：

日（出席すべき日数

日

不明な場合の理由：

今年度の欠席日数：

日（出席すべき日数

日）／

月

）

日 記入

上記合計欠席日数が 10 日以上の場合の理由：

記入者名：
以上

