教員向けプログラム

ニュージーランド教育体験プログラム

応募要項

“Immerse yourself in the language & culture of NZ”

文部科学省の「グローバル化に対応した新学習指導要領」を受けて、小学校の英語教育早期化
や、中学・高等学校におけるアクティブ・ラーニングが進められるなど、日本の教育現場の環境
が急激に変わりつつあります。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、教員の皆様の異文化理解と、グローバル化に対応
する人材の育成に貢献するべく、ニュージーランド教育体験プログラムを開始いたします。

1. 主催
公益財団法人 AFS 日本協会、AFS ニュージーランド

2. プログラム内容
本プログラムは、ニュージーランドの教育機関との協働プログラムです。
授業体験を通して、トレーニングを受けた現地教師の教育・教授メソッドを学びます。
滞在する学校や家庭は目的や英語力を考慮しながら AFS ニュージーランドが決定します。また、
現地担当者と一緒に学びたい内容を自ら組み立てていきます。

＜以下はその例＞


小・中学校（ジュニアクラス）で現地教師のアシスタントを体験



高校（シニアクラス）で他の先生の授業を参観



スポーツや演劇などの学校行事に参加



ホストスクール以外の地域の学校訪問



マオリの生徒が通う幼稚園（プレスクール）訪問

3． 滞在形式、滞在中のサポート
現地の一般家庭に家族の一員としてホームステイします。滞在中は AFS ニュージーランドのボラ
ンティアと職員がサポートします。
4． 実施期間
ご希望の期間を以下よりお選びいただけます。いずれも現地集合、現地解散です。
1) 2 週間コース…2017 年 7 月 23 日（日）～8 月 5 日（土）
2) 3 週間コース…2017 年 7 月 23 日（日）～8 月 12 日（土）

5． 募集人数（定員）
10 名

6． 応募資格
以下の条件を全て満たしていることが応募の条件となります。
① 有効な教育職員免許を有し、現在日本の小学校～高等学校で教員の職に就いていること。※1
② 参加時点で 55 歳以下であること。
③ 現地の学校において、英語で意見交換や日本紹介ができ、英文で体験レポートが作成できる
こと。英語でホストファミリーと日常的なコミュニケーションがとれること。
④ 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。
⑤ 現地での研修および生活に意欲的で、心身ともに適応できる資質のあること。
⑥ 『AFS の理念』
（最終ページ参照）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。
※1 休職中の方や、免許を有していても教職に従事していない方はご相談ください。

7． 参加費用
本プログラムの参加費用です。プログラム関係費の支払時期については内定後、ご案内いたします。

プログラム関係費 ※1

2 週間コース

3 週間コース

263,000 円

318,000 円

旅行代金 ※2

各自ご負担のうえ、手配をお願いします。

ホストファミリー滞在費

無償で、参加者を家族の一員として受け入れます。

学校までの交通費

必要に応じて、各自でご負担ください。

選考手数料

6,480 円

AFS 日本協会維持会費

10,000 円（入会金 5000 円＋初年度会費 5000 円）

※

1 プログラム関係費に含まれるのは、配属先（学校・ホストファミリー）の募集・選定、プログラム運営費、
研修・サポート費、医療保険、派遣・受入国事務管理費等です。

※

2

国際航空運賃（往復）
、ご自宅から出発空港までの国内交通費など

8． 応募方法と締切
1) 応募に必要な書類
① 参加申込書
② 教員免許（コピー）または教員資格を証明書できるもの
③ 選考手数料（6,480 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（ニュージーランド教育体
験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。

3) 応募書類送付先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 7F
公益財団法人 AFS 日本協会

「ニュージーランド教育体験プログラム」係

4) 応募書類受付期間
2017 年 1 月 4 日（水）～4 月 7 日（金）
順次受付、参加内定となります。定員に達し次第応募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) AFS 日本協会で応募書類を確認し、1 週間～10 日以内を目途に担当者より E メール（申込書
に記載いただいたアドレス宛）で結果をお知らせします。
2) 最終審査および学校とホストファミリー配属のために、受入国に送る英文書類を作成いただ
きます。
※現地の学校配属の際に必要になるため、参加内定後に無犯罪証明書を提出いただきます。

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。オンライン研修を予定してい
ます。

10. 出発
現地までのフライトは各自でご手配のうえ、指定の日時に、現地指定場所までお越しください。オリ
エンテーション後、それぞれの配属先へと向かいます。

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。

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

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

「ニュージーランド教育体験プログラム」係

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 7F
電話 03-6206-1911
http://www.afs.or.jp/

FAX 03-3507-4300

E-mail info@afs.or.jp

ニュージーランド教育体験プログラム
氏名（漢字）

参加申込書

１９

年
月
日生まれ
（参加時点で満
歳）

縦 40mm×横 35mm
（無背景顔写真貼
付。表情の明るい
写真を用いること。

氏名（ローマ字）

裏面に氏名を記入

男 ・ 女

してください）

※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄをお持ちの場合にはﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ表記を記入してください
ふりがな

現住所

〒

※マンション・アパート名も記入してください

TEL ：（

）

－

FAX ：（

）

－

携帯 TEL ：（

）

E メール

－

※PC メールが受け取れる設定のアドレスを記入してください

ふりがな

勤務校名

勤務校住所

〒

TEL ：（

）

－

FAX ：（

）

－

【動機】本プログラムに参加しようと思った理由

【希望・計画】本プログラムに参加して達成したいこと（具体的な目標を２～３つ、ご記入ください）
①
②
③
目標達成にあたり、現地の学校に対応してほしいこと

【英語レベル】資格または参考にできる情報をご記入くだ
さい

上記の通り申し込みをいたします。
年

月

日

本人署名

【制約】家庭配属に際し、健康、食事面で制約があればご
記入ください

