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アメリカ
ランド）
（メリー
ム
プログラ
-19
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参加費用

滞在形式

応募締切

471,000円

ホームステイ

2019年4月25日（木）

34日間（約5週間）

475,400円

ホームステイ

2019年4月25日（木）

2019年7月19日（金）〜8月18日（日）

29日間（約4週間）

638,800円

ホームステイ

2019年4月25日（木）

25

2019年7月13日（土）〜8月11日（日）

29日間（約4週間）

722,200円

ホームステイ

2019年4月25日（木）

5

2019年7月26日（金）〜8月8日（木）

14日間（約2週間）

412,000円

イギリス

10

2019年7月28日（日）〜8月11日（日）

14日間（約2週間）

515,800円

寮

2019年4月25日（木）

アメリカ（メリーランド）

15

2019年7月14日（日）〜8月4日（日）

21日間（約3週間）

741,200円

寮

2019年5月31日（金）

アメリカ（サンディエゴ）

10

2019年7月14日（日）〜8月11日（日）

28日間（約4週間）

844,200円

寮

2019年5月31日（金）

中国

フィリピン

（名）

（詳細はP30）

寮＋ホームステイ 2019年4月25日（木）

※書類受付は 2019 年 1 月 4 日
（金）
より開始します。
※対象年齢は各ページをご確認ください。
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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年に世界11か国から52人の若
者がアメリカに派遣されました。ここに世界各国の高校生がアメリカで１年
間の留学体験をする機会を提供するプログラムが生まれたのです。

参加者数
交換留学制度が始まった1947年以降、プログラムの参加者数は累計で世界45万人を超えています。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、2018年までに年間派遣プログラムに参加した高校生は１万5,000人超
にのぼります。
また、異文化体験と国際交流の幅広いニーズに応えるために、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。2018年までに日本から短期派遣された中高生は、5,800人です。
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AFSのネットワーク
AFSは世界60か国のパートナー組織がネットワー
クで結ばれているグローバル・コミュニティで、世界
５万人以上のボランティアが活動を支えています。
米 国 ニ ュ ー ヨ ー ク 市 に あ るAFS国 際 本 部 は、 全
AFS生の安全管理をはじめ、パートナー間の協力や
連携を円滑にするためのさまざまな調整を行うと同時
に、全パートナーが守るべき国際ガイドラインを設
けています。また、新しくAFSに参加した国の育成や既存の組織を維持するための活動も行っています。各国のAFS組織は、
AFS国際本部の定める基準に則り、各国職員・ボランティアの連携によりプログラムを実施しています。
AFS日本協会は事務局と全国に76の支部と４つの学生部を置いており、2004年に「国際交流功労者文部科学省大臣表彰」
を受け、2011年に公益財団法人の認定を受けました。

■ 各国のAFS組織
AFS国際本部の定める基準に則り、各国職員・ボランティアの連携によりプログラムを実施しています。
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン（ウルグアイを含む）
、イタリア、インド、インドネシア、エクアドル、エ
ジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ガーナ、カナダ、グアテマラ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、
スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、中国、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、
ドミニカ共和国、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、
ブラジル、フランス、ベネズエラ、ペルー、ベルギー
（オランダ語圏）
、ベルギー（フランス語圏）、ポーランド、ボリビア、ボスニア・
ヘルツェゴビナ、ポルトガル、香港、ホンジュラス、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ラトビア、ロシア
＊2018年12月現在。上記の他に各AFS加盟国が独自に交流を行う国が約50か国あります。

AFS ＆ UNESCO
AFS は、2015

SDGs
AFSは、国連が2030年に向けて採択した「持続可能な開

年 にUNESCOの オ

発目標（SDGs）・世界を変えるための17の目標」のうち、

フィシャルパート

目標4と目標16をサポートしています。

ナー（consultative
status） と し て 認
められました。

アクラ宣言
2017年10月、ガーナのアクラで開催されたAFS国際総会（AFSネットワーク会議）で、AFSの立場と役割を国際社会に示
す「アクラ宣言」が発表され、同総会に出席した世界120のAFS代表者が署名を行いました。この宣言で、AFSは、
「公正で平
和な世界を実現させる唯一の道は、国際社会が多様性を尊重し、寛容な姿勢を大切にし、互いに協力して喫緊の課題に取り組
むことである」と、力強く訴えています。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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AFS短期派遣プログラムの特色
特色１

AFSグローバルネットワーク全体でのサポート
AFSは、ニューヨークにある国際本部を中心に、世界約60の国・地域に広がるネットワークを持ち、各国
共通のガイドラインのもとで、緊急時に備えた危機管理体制を整えながらプログラムを運営しています。
AFSの活動を支えるのは、世界５万人以上のボランティアです。短期派遣プログラムにおいても、ホスト
ファミリーや相談員、支部スタッフのほとんどはボランティアです。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。保護者の皆様におかれましても、AFS日本協会と常に連絡がとれる体制を整えてい
ただくようお願いをしています。

AFSのサポート体制

AFS
国際本部

米国国務省・各国大使館
在米日本人 AFS 関係者
危機管理コンサルタント

外務省
各国在日大使館
商社
報道機関

AFS 日本協会

各国 A F S 事務所

日本国大使館
政府関係機関
在外日本人関係者

有給職員を配置
緊急時 2 4 時間体制
（支部）

留学生保護者

ホストファミリー

特色２

（ L P 相談員）

A F S 留学生

ホストスクール

一貫した「異文化学習」プログラム
AFSはICL （Intercultural Learning ／異文化学習）を通じて地球市民の育成に貢献する、世界的な教育
団体です。海外に派遣されている期間だけでなく、短期派遣生として選ばれた段階から、異文化学習を軸とし
た「短期派遣プログラム」が始まります。

◆体験型英語学習施設での事前研修（任意）
東京都教育委員会が企画し、2018年にオープンした「TOKYO
GLOBAL GATEWAY（東京都英語村）」と協働し、実践的な英会話を
学ぶ半日プログラムを提供します（希望者のみ・オプション料金）。
〈プログラム内容（予定）〉
◆チームビルディング
◆海外生活でのリアルな英会話
◆英語による海外の授業体験
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◆出発前オリエンテーション（参加必須）
出発前に、
「異文化体験」の模擬練習として１泊２日の宿泊研修（オ
リエンテーション）を実施します。
帰国生による体験談や現地情報を聞けるほか、様々なグループディ
スカッションを通じて、自己・他者理解を深め、AFS生としてプログ
ラムに参加する意義を明確にします。また、派遣中も帰国後も支え合
える、派遣生同士の横のつながりが作られます。
〜オリエンテーションに参加した感想〜
●

先輩派遣生の話が役に立った。また出発前から、一緒にプログラムに
参加する友達ができたので、心強かった。

●

新しい友達と沢山関わることや、意見を出し合うこと、話し合うこと、
考えることの当たり前さや重要さを学び、現地のプログラムでも活用
できた。

◆帰国後の「振り返り（リフレクション）
」
AFSプログラムは、「海外に行って、終わり」ではありません。帰
国後、自分の経験や学びを言語化し、より深い異文化学習につなげる
ため、
「振り返り」を大切にしています。ワークシート（振り返りシー
ト）の作成や、ワークショップへの参加を通じて、AFSプログラム後
の自分の進路等を考える機会となるでしょう。
SDGsワークショップの様子

特色３

One AFS：帰国後も広がるAFSの活動の輪
AFS体験は、生涯にわたり影響を及ぼし続ける「学びの旅」でもあります。短期派遣プログラムを終えて帰
国したあとも、様々なAFSプログラムにも参加することで、異文化理解の学びを深め続けることができます。
Ｐ29の「帰国生インタビュー」もご覧ください。

◆年間派遣プログラム

◆ボランティア活動

１学年間（約10か月間）にわたる異文化生活

社会人ボランティアは全国76支部で、留学生・ホ

体験プログラムです。ボランティアの受入家庭

ストファミリー・ホストスクールのサポート、イベン

（ホストファミリー）に滞在しながら地域の公立

トの企画・運営、選考試験などの手伝いをします。大

または私立高校（ホストスクール）に交換留学生

学生ボランティアは主にイベントやオリエンテーショ

として通学します。

ンの企画・運営を行います。

◆サマーキャンプ ＆ 交流会

◆ホストファミリー（受入プログラム）

毎年７〜８月に全国各地でサマーキャンプを開

AFSでは、日本から海外に留学するプログラムだけ

催しています。世界各国から日本に来ている留学

でなく、海外からの留学生を日本に受入れることを通

生との交流を楽しみませんか？

各種交流会の情

して、異文化を学ぶプログラムも実施しています。留

報 もAFSのWebサ イ ト 等 で 随 時 ご 案 内 し て い

学生と一緒に暮らしてみると、家族のみんなで「異文

ます。

化」を肌身に感じる貴重な経験ができます。

わたしたちの活動は、生徒を受け入れ異文化との共生を実践してい
るファミリーやそれをサポートする多くのボランティア、また、プロ
グラム参加生を含めAFSの理念に共感してくださっている個人や法
人・団体からのご寄附（One AFS寄附）によって支えられています。
短期派遣プログラムに参加される皆さんもぜひ、ボランティア活動
やOne AFS寄附にご参加いただき、公正で平和な世界の実現に、継
続的に関わってくださることを願っています。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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ホームステイ VS 寮滞在 どっちを選ぶ？
ホームステイ
現地のリアルな日常生活を体験したい！
二の家族」がほしい！

寮滞在
海外に「第

という人には、ホームステイの

様々な国の参加者と友達になりたい！
り合う環境で過ごしてみたい！

という人には、寮滞在

プログラムがおすすめ。家族の一員としてホストファミ

のプログラムがおすすめ。各国から集まる派遣生たちと

リーの家に滞在し、語学学校や高校に通います。

寝食を共にし、プログラムに参加します。

◆アドバイス

◆アドバイス

皆さんの家庭と同じように、それぞれのホストファミ

スタッフの指示をよく聞き、寮のルールや集合時間な

リーにも「決まりごと」があります。シャワーの使い方

どを守って生活しましょう。同じ施設で暮らす仲間への

や門限など、ホームステイ初日に家庭内ルールを確認

気遣いや協調性が求められます。また、日本人だけで固

し、滞在中はそのルールを守って生活しましょう。また、

まらず、自分から積極的にコミュニケーションを取りま

積極的に家のお手伝いをしてくださいね。

しょう。

◆派遣生に聞きました

◆派遣生に聞きました

ホームステイで楽しかったこと、うれしかったことは？

寮滞在で楽しかったこと、うれしかったことは？

●

毎晩みんなで公園に集まり、踊ったり遊んだりした
（中国）

●

歴史的建造物など、色々な所へ連れて行ってもらえた
（インド）
● 英語字幕付きの映画をホストシスターと一緒に観た
（オーストラリア）

●

●

日本食を作ったらホストファミリーに喜んで食べても
らえた（カナダ）

●

みんな同じ寮で暮らしているから、毎日たくさん思い
出ができた（イギリス）

●

ホストファミリーとの価値観の違いがあった（中国）

●

シャワーの水が冷たく、慣れるまで苦労した（フィリ
ピン）

●

英語を理解できて、笑い話や冗談に参加できたこと
（フィリピン）

プログラム中に誕生日を迎えたので、国を問わず多く
の寮の仲間に祝ってもらえた（アメリカ）
● １日の終わりに、その日あったことを同じ寮の仲間と
おしゃべりした（アメリカ）

ホームステイで苦労したこと、難しかったことは？
スパイシーな食事が苦手だと伝えるのが難しかった
（インド）

寮滞在で苦労したこと、難しかったことは？

●

日本の家族とは生活リズムが違い、最初は慣れるのに
苦労した（オーストラリア）
● 最初はなかなか英語が通じず、ホストファミリーとの
会話が大変だった（カナダ）
●

海外から来たルームメイトの英語力が高く、コミュニ
ケーションを取るのが大変だった（アメリカ）
● 英語で説明されるスケジュールを理解し、遅れないよ
うに行動しないといけない（イギリス）
●

〈寮滞在プログラム〉

〈ホームステイプログラム〉
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多文化が交じ

●

中国 ➡ Ｐ７

●

インド ➡ Ｐ８−９

●

オーストラリア ➡ Ｐ10−11

●

イギリス ➡ Ｐ16−17

●

カナダ ➡ Ｐ12−13

●

アメリカ（メリーランド）➡ Ｐ18−19

●

アメリカ（サンディエゴ）➡ Ｐ20−21

●

フィリピン ➡ Ｐ14−15
※週末のみホームステイも体験できます

国別プログラム案内

中国
環境教育
（ESD）
プログラム（約２週間）
日

程

2019年７月19日㈮〜８月４日㈰

対

象

中学３年生〜高校３年生

募集人数

５名

滞在都市

江蘇省／安徽省、北京（２日間）

滞在形式

ホームステイ

英語力目安

★
★

英検準２級以上

プログラムの特徴
アジアの経済大国で
「持続可能な開発」を学ぶ
グローバル社会を生きるうえで「経
済発展」と「環境保全」のバランス
を考えることは必要不可欠です。本
プログラムでは、太陽光発電所など
の施設見学や英語での講義を通して、
持続可能な開発について学びます。

アメリカ・フィリピン・中国
の生徒と異文化交流する
本プログラムには、日本だけでなく
アメリカとフィリピンからも同世代の
AFS生が参加する予定です。積極的
に交流し、実践的な英語スキルを磨
きましょう。また、中国語の日常会
話や伝統文化を学ぶ機会もあります。

ホームステイを通じて、
中国の文化を体感する
中国東部の一般家庭でホームステイ
をします。基本的にホストファミ
リーは英語でコミュニケーションで
きますが、研修で習う簡単な中国語
も交えながら、
「第二の家族」との
生活を楽しみましょう。

配属について
ホストファミリーは、AFSの基準を満たしたボランティ
アの中から、受入国が決定します。慎重にマッチングを
行うため、ホストファミリーの決定時期は出発直前にな
ることもあります。
配属される家庭によっては、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。
ホームステイも含め、当プログラムは全て英語で行われ
ます。研修中に学ぶ中国語も積極的に使ってみると良い
でしょう。

他国の派遣生の声
●

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（イタリアからの派遣生）

●

想像を超えた経験をし、自分が中国の文化と融合したよ
うに感じた。第二の家族と多くの友人を得た（イタリア
からの派遣生）

●

まだまだ未知の魅力がたくさんあるすごい国！
（アメリカ
からの派遣生）

参加費
プログラム関係費：316,000円
旅行代金：
155,000円
合計：

471,000円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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インド
高校通学＆伝統文化プログラム（約５週間）
日

程

対

象

2019年７月20日㈯〜８月23日㈮
中学３年生〜高校３年生

★

（出発時点で17歳６か月まで）

募集人数

10名

滞在都市

デリー

滞在形式

ホームステイ

英語力目安

英検３級以上

プログラムの特徴
デリー市内の名門高校に
通い、実践的な英語を学ぶ
日本からの派遣生は原則同じクラス
ですが、研修中は英語のみを使いま
す。また、AFSイタリアからの派遣
生との合同授業や現地の学生との交
流も予定されており、まさにグロー
バルな環境で学ぶことができます。

インドの伝統文化に触れ、
異文化理解を深める

現地のホストファミリーの
もとでホームステイする

授業外の時間や週末には、市内名所
デリー市内のホストファミリー宅で
や博物館見学、タージ・マハルへの
ホームステイをします。滞在中は、
遠足などが予定されています。また、 同年代のホストブラザー／シスター
ヨガや伝統ダンス、衣装（サリーや
がバディとして面倒を見てくれます。
パンジャビドレス）などインドなら 「第二の家族」のもとで現地のリアル
な生活を体験しましょう。
ではの経験を楽しめます。

配属について
インドの公用語はヒンドゥー語ですが、準公用語として
英語が使われており、当プログラムも英語で行います。
ホストファミリーは、AFSの基準を満たしたボランティ
アの中から、プログラム開催校が決定します。慎重に
マッチングを行うため、ホストファミリーの決定時期は
出発直前になることもあります。
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。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
ギーがある方は当プログラムへの参加が難しくなります。

現地でのスケジュール例
午 前

午 後

夕方〜夜

・高校の授業
・英語研修
（インドの音楽やダンス、美術、 （英文法やロールプレイ、
ヨガ、演劇など）
ストーリーテリングなど）

・ホストファミリーと過ごす

平 日

週 末

・現地のAFS主催の日帰り観光
・学校主催のボランティア活動

・ホストファミリーと過ごす

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入れ機関の都合などにより、変更または中止となることもあります。
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体験談
「インドに行かないなんて、損してる!!!」インド派遣が終わった今、私はそう叫びたく
て仕方がない。インドは私に多くのものを与えてくれた。価値観、勇気、チャレンジ精
神、多くの思い出、友達、仲間、家族などなど。どれも私にとって大切なものである。
道路の真ん中で丸焦げになっている車を見たり、ヒンディー語を喋っているクレヨンし
んちゃんを見たり、インドの格差を目の当たりにしたり、シーク教の寺院の濁った池で
顔を洗ってみたり、雨が降った日には「いい天気だね！」と言われ家のベランダですご
くどんよりとした空を見つめたり（インド人にとっては雨天が「いい天気」のようだ）
。
そんな日々であったが、衝撃な出来事を飲み込む前に次の衝撃的な出来事が起こるの
で、うまく受け流す術を学んだ。そうしたら、人生が一気に楽しくなった。

里帰りレポート
ホストファミリーとは帰国後もSNSで頻繁に連絡を取り合っていました。今回イン
ドに里帰りしたのは、
「大学生になったら必ず里帰りする」とホストファミリーと約
束していたからです。AFSで短期留学をして以来、私はインドを第二の故郷だと思
うようになりました。今回の滞在中に、テレビ番組の制作に興味があるとインドの母
に相談したら、今度映画製作コースを紹介してくれるそうです。また、インドの家族
からはもっと頻繁に会いたいからインドの日本大使館に就職してほしいと（冗談交じ
りですが）言われました。それもありかなと思いました。インドという国は私のこれ
から先の人生に色々な影響を与えてくれると思いますし、私自身も積極的に関わり続
けていくつもりです。
（2014年インド派遣生）

プログラム満足度

派遣生へのインタビュー！
ホームステイでは
どんな食事が出ましたか？

満足 !
100%

●

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。

●

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。

（2018年短期派遣生アンケート調査より）

現地で出会った人たちから教わったことや
学んだことは何ですか？

派遣生からのメッセージ
●

インドはいろんな意味で混沌としています。ホームステイを
することで、いい面も悪い面もインドのいろんな側面を見る
ことができます。どんなことにも積極的にプラス思考で取り
組むことで、現地の人とのコミュニティの輪が広まったり、
ひょんなことから生涯の友人ができたりします。だからとに
かく何事にもチャレンジしてみることが大切だと思います。
ぜひ楽しんでください！

●

ちょっとしたことで怒らずに、気長に生活すること。

●

陽気さと優しさとたくさんの愛情を持つことの素晴ら
しさ。

●

人の幸せは、お金や地位、人種などで決まるものでは
ないこと。

保護者からのメッセージ
●

帰国した娘の顔を見るまで常に不安な気持ちがどこかにあり
ましたが、開口一番「夢のように楽しかった！」と言った娘
の充実した顔を見て、親の心配を理由にインドに行く機会を
奪わなくてよかったと心から思いました。
「インドの話ばか
りでゴメンね〜」と言いながら、色々な話を聞かせてくれま
す。両親が行ったことのない国について、娘から話を聞き、
学ぶことも楽しいものです。AFSのプログラムは、子どもだ
けでなく、親も成長させてくれます。

参加費
プログラム関係費：253,000円
旅行代金：
222,400円
合計：

475,400円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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オーストラリア
日本人向け英語研修プログラム（約４週間）
日

程

2019年７月19日㈮〜８月18日㈰

対

象

中学３年生〜高校３年生

募集人数

14名

滞在都市

タスマニア州

滞在形式

ホームステイ

英語力目安

英検３級以上

★

プログラムの特徴
日本の AFS 生向けのプロ
グラムで楽しく英語を学ぶ

オーストラリア
（タスマニア）
の自然や文化に親しむ

現地のホストファミリーの
もとでホームステイする

日本からの派遣生は、現地の高校２
〜３校に分かれて配属され、原則と
して日本人のみのグループで英語研
修を受けるので、海外初心者でも安
心です。また、現地の高校の通常授
業を体験する機会もあります。

滞在先のタスマニアは、自然豊かで
野生動物の宝庫です。コアラやウォ
ンバットなど可愛い動物たちと出会
えるチャンスもあるかもしれません。
のびのびとした環境で過ごしたい人
にはおすすめのプログラムです。

タスマニア州内のホストファミリー
宅でホームステイをします。風光明
媚な景観を楽しみながら、
「第二の家
族」のもとで現地のリアルな生活を
体験しましょう。

配属について
オーストラリアは南半球に位置し、７〜８月の季節は冬
で気温が低いため、暖かい服装が必要です。
オーストラリアの中でも、タスマニアは日本人の数が比
較的少ないため、英語学習に理想的です。
ホストファミリーは、AFSの基準を満たしたボランティ
アの中から、受入国が決定します。慎重にマッチングを
行うため、ホストファミリーの決定時期は出発直前にな
ることもあります。
ホストファミリーの年齢は様々で、子どものいない老夫
婦やひとり親家庭の場合もあります。
ひとつの家庭に日本からの派遣生が複数名滞在すること
もあります。

現地でのスケジュール例
午 前
平 日

・英語研修
（ロールプレイ、ゲーム、
クイズなど）

週 末

・現地のAFS主催の日帰り観光
・１泊２日のキャンプ

午 後

夕方〜夜

・高校授業体験
・ホストファミリーと過ごす
（英語、数学、社会、日本語、
調理実習など）
・ホストファミリーと過ごす

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入れ機関の都合などにより、変更または中止となることもあります。

10

体験談
僕のホストファミリーはジョークが好きで面白いファザー、いつも自分に対して優しく接してく
れるマザー、そして明るく気軽に話しかけてくれる二人のブラザーでした。最初の頃はホスト
ファミリーが言っていることが聞き取れなかったり、自分の英語の発音の悪さや文法の間違いな
どで相手に聞き取ってもらうことができなかったりしてとても苦労しました。しかし毎日頑張っ
て英語を話し続けた結果、気軽に会話をすることができるようになりました。
僕はホストファミリーと毎日を楽しく過ごしました。休日は家族みんなでサイクリングをしたり、
学校の体育館で他のホストファミリーとバドミントンをしたり、洞窟に行ったりしました。様々
な体験をする中でホストファミリーとの間に自然と会話が生まれ、良い関係を築くことができま
した。また近いうちにもう一度タスマニアに帰りたいです。

私が通ったDevonport 高校はJapanese やJapanese History の授業があり日本に関心
のある生徒が多く、最後の授業では現地の先生と話し合い私が先生となって習字と折り紙
の授業をさせてもらいました。日本語の挨拶をしてくれる人もいて、とても嬉しかったで
す。学校では曜日ごとにバディがつきバディと一緒に数学や英語、美術などの現地の授業
を受けました。難しい内容もありましたが、バディが丁寧に分からない所を教えてくれま
したし先生も私達にも分かるように様々な配慮をしてくださいました。現地の方々はとて
もフレンドリーで優しく私の拙い英語を最後まで何回も聞き返して聞いてくださり何度も
その優しさに救われました。１か月間を通して英語はもちろんの事、沢山の優しさに出会
い、自分から何かを発信することの大切さ、感謝する心を学んだように思います。

プログラム満足度

派遣生へのインタビュー！
週末はホストファミリーと
どんな風に過ごしましたか？

満足 !
100%

●

ホストファミリーが色々な所に連れて行ってくれた。
コアラを触ったり、ウォンバットを抱っこしたり、
オーストラリアでしかできないことをたくさんさせて
くれた。

●

サーフィンやブッシュウォークに出かけたり、チョコ
レート祭りやオーストラリアンフットボールを観に
行ったりした。

（2018年短期派遣生アンケート調査より）

現地で出会った人たちから教わったことや
学んだことは何ですか？

派遣生からのメッセージ
●

私達は誰も知らない未来をたくさん持っています。その知ら
ない未来を留学にあてたのなら、あなたの未来はとても輝か
しいものになると思います。英語が苦手でも、コミュニケー
ション能力が低くても、自分が変われると信じている人は絶
対に変われます。そのためにたくさん努力して、楽しくて一
生の思い出になる良い１か月を過ごしてください。１か月
後、あなたはあなたの知らない未来を見て、この１か月がど
れほど良いものだったかに気づくことができるでしょう。

●

自分から話す勇気と、自分の力で生きていくという意
志。オーストラリアの人は皆、話しかけてくれました。
日本人だけになるとシーンと静まり返ることもあった
けれど、そんな時はオーストラリアの人を思い出して
「私も話しかけよう！」と小さいけれど大きな一歩を
踏み出すことができました。

●

今まで宗教とは無縁で生きてきて、ちょっと違う世界
だと思っていたのですが、それがとても身近な存在に
なり、共存できることを学びました。

保護者からのメッセージ
●

●

オーストラリア・タスマニアは治安も良く、娘でも安心して
過ごせたようです。１か月人の家で暮らすということを通じ
て、自分のことは自分でする、お手伝いも積極的にするとい
うことができたようです。
中３での参加で不安でしたが、サポートがしっかりしている
ので、安心して１か月待つことができました。帰国後、中３
とは思えないほど、しっかりした考えや行動になり、びっく
りしました。ぜひ、子どもとAFSを信じ、１か月後を楽しみ
に送り出してください。

参加費
プログラム関係費：430,000円
旅行代金：
208,800円
合計：

638,800円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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カナダ
語学学校＆ホームステイプログラム（約４週間）
日

程

対

象

2019年７月13日㈯〜８月11日㈰
中学３年生〜高校３年生
（出発時点で満15歳以上）

募集人数

25名

滞在都市

ハリファックス／モントリオール／オタワ

滞在形式

ホームステイ

英語力目安

英検３級以上

★ ★

★

プログラムの特徴
レベル別、双方向型の授業
で実践的な英語を学ぶ
午前中はAFSカナダが提携する語学
学校で、他国からの参加者と一緒に
レベル別クラスで授業を受けます。
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などを通じて
実践的な英語力の向上を目指します。

ほかの国からの参加者たち
とアクティビティを楽しむ
午後は、屋外でスポーツを楽しんだ
り、市内近郊の観光名所を見学したり
と、各地域でアクティビティを楽し
みます。授業時間以外にも、同じ語
学学校に通う他国の生徒たちと友達
になるチャンスに恵まれるでしょう。

多様性豊かなホストファミ
リーのもとで生活する
基本的には他国からの生徒と一緒に、
ホストファミリー宅でホームステイ
をします。多民族国家であるカナダ
の多様性を体感しながら、
「第二の家
族」のもとで家庭内の異文化交流も
楽しみましょう。

配属について
短期派遣生として内定後、ハリファックス、モントリオール、オタワ
のいずれかに配属が決まります。配属地域を選ぶことはできません。
モントリオール（ケベック州）は英語・フランス語ともに公用語です
が、ホームステイを含むすべてのAFSプログラムでは英語を用います。
ホストファミリーは、AFSの基準を満たした家庭の中から、受入国
のAFSと語学学校が決定します。慎重にマッチングを行うため、ホ
ストファミリーの決定時期は出発直前になることもあります。
多民族の国なので、アジア系、アフリカ系など様々な民族の家庭に配
属されます（使用言語は英語）
。
家族の形も多様で、同居する子どものいないひとり親の家庭や、夫婦
ともに働いている場合もあります。
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。

現地でのスケジュール例
午 前

午 後

平 日

・英語研修
・アクティビティ
（エッセイライティング、ディ （スポーツ、博物館・美術館
スカッション、プレゼンテー
見学、ボウリングなど）
ションなど）

週 末

・ホストファミリーと過ごす

夕方〜夜
・ホストファミリーと過ごす

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入れ機関の都合などにより、変更または中止となることもあります。
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体験談
ルームメイトのイタリアの女の子は陽気で面白くいつも２人で爆笑していました。ホ
ストファミリーは私たち２人のことを「君たちは本当の娘だし大好きだよ」と言って、
いつも優しくしてくれました。土日になると湖やBanff 国立公園、キャンプなどた
くさんのところに連れて行ってくれました。夜の９時過ぎから出かけてアイスクリー
ムを食べに行くのも珍しくはありませんでした。カナダは日が長く、近所に住む同じ
AFSで参加しているイタリア人と日本人の男の子たちといつもボールなどで夜まで
遊んでいました。また放課後は友達とモールやスポーツセンターに行くなど、毎日思
う存分楽しみました。今の私の夢はイタリア、ドイツ、カナダにいる友達と家族に会
いに行くことです。

学校は、毎朝９時から始まり英語のプリントや単語の発音、リスニングをしました。
初日にクラス分けテストを行い、アイスブレーキングをしてクラスの仲を深めまし
た。最初は名前を覚えることが大変でしたが、毎日一緒に勉強して、登校しているう
ちに自然に覚えて仲良くなっていたように思えます。アクティビティでは、リムジン
バスに乗ってSylvan lake に行き極寒の中泳ぎました。夏とはいえカナダの気候は涼
しく朝は冷え込むことが多く、半袖短パンではブルブル震えるほどでした。アクティ
ビティは友達と仲を深める良い機会でした。ケベック州から来た子とドイツ人の女の
子と話すことが多く、本当に日本の友達のように頼りになって、信頼できる大事な友
達となりました。

プログラム満足度

派遣生へのインタビュー！
プログラムの中で
印象に残っていることは何ですか？
〈ハリファックス〉日本では移民や難民について詳しく
学ぶ機会が少なかったので、移民博物館（Pier 21）
に行けて良かった。スカベンチャーハント（町中を巡
る宝探し）では、色々な所を見られたし、イタリア人
とたくさんコミュニケーションできた。

●

満足 !
92%
（2018年短期派遣生アンケート調査より）

派遣生からのメッセージ

〈モントリオール〉ケベックシティで、人種差別につい
て考えさせられた。Montmorency Falls Parkで迫
力のある滝を見て、自分にはまだまだ知らない世界が
たくさんあるということが知れた。

●

〈オタワ〉ボートクルージングは、パーティーみたい
でとても盛り上がった。また初対面の人とも沢山話せ
て、友達がたくさんできた。

●
●

●

英語が伝わるか不安だったり、話せるか不安だったりして
も、留学したいという気持ちがあるなら、ぜひ参加するべき
だと思います！ たとえ英語が伝わらなくても、周りの人は
ちゃんと耳を傾けて聞いてくれるので、一歩踏み出して新し
い世界を見てみてください。
カナダはあなたが思っているよりとても良いところです。人
も温かかったです。また、多民族国家なので英語以外の言語
も学べて、楽しいです。

現地で出会った人たちから教わったことや
学んだことは何ですか？
●

違う国から来た人たちや困っている人たちに寛容に接
し、助けてあげる精神。

●

家族を大切にして、一緒に食卓を囲み笑顔でしゃべっ
たりして意思疎通することの大切さ。

保護者からのメッセージ
●

●

１か月で何か変わるとはあまり期待していなかったのです
が、生活面も考え方もひと回り成長して帰って来た我が子を
見て驚き、子どもは短期間でもこんなに成長できるんだと改
めて感じました。短期プログラムならではの良さがあると思
いました。子どもは親が思っている以上にたくましいです。
娘が無事に帰国するまでは心配や不安ばかりでしたが、帰国
後の娘の話からは、多くの人々に支えられながら、異国で多
くのことを吸収しながら生活していた姿が想像されます。娘
がこの１か月間にどのように成長したのかを、これから少し
ずつ、楽しみながら見ていきたいと思っています。

参加費
プログラム関係費：476,000円
旅行代金：
246,200円
合計：

722,200円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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フィリピン
高校通学＆ボランティアプログラム（約２週間）
日

程

対

象

2019年７月26日㈮〜８月８日㈭
中学３年生〜高校３年生
（出発時点で15歳０か月以上）

★

募集人数

５名

滞在都市

マカティ（マニラ近郊）

滞在形式

寮・ホームステイ（週末）

英語力目安

英検３級以上

プログラムの特徴
現地の名門高校に通学し、
現地の生徒と交流する
平日の午前中は、現地の高校でタガ
ログ語・英語による授業を受けます。
また午後は、AFS派遣生のみで英語
の研修を受けます。先生も生徒もフ
レンドリーなので、すぐに打ち解け
られるでしょう。

子どもを支援するボラン
ティア活動に参加する
ストリートチルドレンや貧困層の子
どもたちに対する教育的サポートを
行う現地のNGOの協力のもと、ボラ
ンティア活動に参加する予定です。
貧富の差など社会問題について考え
るきっかけになるでしょう。

寮生活とホームステイの
両方を体験する
基本的には寮で共同生活を送ります
が、週末２日間はホストファミリー
宅でホームステイをします。海外の
寮生活とホームステイ、どちらも体
験してみたい人におすすめです。

配属について
フィリピンでは、公用語として英語が広く使われます。
わかりやすい英語で話してくれる人も多く、英語学習に
向いている国といえます。
平日はマカティの教育施設の寮に滞在します。寮では他
の派遣生とのルームシェアです。
ホストファミリーは、AFSの基準を満たしたボランティ
アの中から、受入国が決定します。慎重にマッチングを
行うため、ホストファミリーの決定時期は出発直前にな
ることもあります。
ホストファミリーは多様化しており、同居する子どもが
いない家庭、両親が共働きの家庭などに配属されること
もあります。
菜食主義者や食事制限のある方の配属は難しくなります。

現地でのスケジュール例
午 前
平 日

・高校の授業
（英語や数学、生物などのほか
選択授業）

週 末

・現地のAFS主催の日帰り観光
・ボランティア活動

午 後
・英語研修
（英文法やロールプレイ、
日常会話の練習など）

夕方〜夜
・AFSスタッフやボランティアと
外出、寮で過ごす
・ホストファミリーと過ごす

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入れ機関の都合などにより、変更または中止となることもあります。
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体験談
学校では、授業の内容が難しかったり、質問されても答えられなかったりと、色々苦
労しましたが、だんだん自分の言いたいことは伝えられるようになったし、ホストシ
スターにも「英語が上達したね」と褒めてもらったのが本当に嬉しくて、自信を持っ
て話せるようになりました。
たった２週間でしたが、人生で１番、本当に充実した生活を送れました。フィリピン
の人々はとてもフレンドリーで、年齢も性別も関係なくすぐに受け入れてくれる優し
い心を持っているな、と感じました。また、自国と比べるのではなく、日本には日本
の良さが、フィリピンにはフィリピンの良さがあることも知れました。またすぐに、
フィリピンの友達に会いに行きたいです。

私のホストファミリーはカトリックなので、教会に行きました。神様にお祈りをした
り、歌を歌ったりしているところを実際に見ることができました。またその教会は標
高が高いところにあるので、寒かったけれど、景色がとても綺麗でした。
ホストファミリーは私をたくさんの場所に連れて行ってくれました。そこで、フィリ
ピンの街並みや、道路、宗教など日本とは違う文化をたくさん知ることができ、ホス
トファミリーと異文化交流をすることができました。
しかし、まだ日本と違う文化はあるだろうし、英会話をもっと上達させるべきだなと
改めて感じることができたので、今回の出来事をきっかけにさらに勉強し、次は日本
の文化も紹介できたらいいなと思います。

プログラム満足度

派遣生へのインタビュー！
寮とホームステイ、高校の授業を
経験してみてどうでしたか？

満足 !
100%

●

ホストファミリーが本当の家族のように温かく迎えて
くれ、優しくしてくれた。学校の友達が遊びに来るこ
ともあり、ワイワイ過ごすことができた。

●

寮はシャワーが冷水しか出ないなど不便なところもあ
りましたが、だからこそ必死にAFSスタッフに英語
で話しかけて頼ることで、英語力を上げることができ
たと思う。

●

数学の授業が印象に残っています。内容は日本とあま
り変わらないけれど、雰囲気がすごく明るく、クラス
全員が手をあげるのがすごいと思いました。

（2018年短期派遣生アンケート調査より）

派遣生からのメッセージ
●

●

●

実際に行ってみると知らないことだらけで、文化も環境も違
うところがたくさんありました。でも、フィリピン人の人柄
がとても良く、楽しんで２週間過ごすことができたのでとて
もおすすめです。
留学に行く前と行った後では全然物事の見え方が違うな、と
思うし、特に今まで苦手でできるだけ避けようとしていた英
語も使ってみたいと思うようになり、好きになれました。
現地の言葉（タガログ語）を覚えると仲良くなれます！
Paalam na（さようなら）!

現地で出会った人たちから教わったことや
学んだことは何ですか？
●

偏見を持たないことの重要性。

●

どんな時でも相手を気遣う優しさ。

●

英語はもちろんのこと、違う国から来る人でも快く
歓迎することの大切さ。

保護者からのメッセージ
●

20年前に何度か渡航したことがあったのですが当時は危険
な印象があり、正直今回の派遣については不安が大きかった
のですが、帰ってきた子どもの話を聞き、フィリピンの人
たちの優しい国民性に触れたり、写真でたくさんの綺麗な
景色を見たりして興味が湧き、自分もまた訪れたいと思いま
した。帰ってきて第一声が「楽しかった〜」だったので、た
くさんの優しい人達に出会い良い経験をしてきたことがわか
り、はじめに期待していた以上のことを学んできたんだなと
感じました。

参加費
プログラム関係費：317,000円
旅行代金：
95,000円
合計：

412,000円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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イギリス
異文化理解サマーキャンプ プログラム（約2週間）
日

程

2019年７月28日㈰〜８月11日㈰

対

象

中学３年生〜高校３年生

募集人数

10名

滞在都市

ケント州メードストン

滞在形式

寮滞在

英語力目安

★

英検２級以上（必須）

プログラムの特徴
他 国 の 友 人 た ちとともに
「異文化理解」を体感する
イギリスを会場に行われる、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」です。
昨年は日本のほか、ヨーロッパ、ア
ジア、中南米から合わせて約70名
が集いました。

「英語漬け」の環境でコミュ
ニケーション能力を磨く
少人数制の英語研修のほか、異文化
理解ワークショップやスポーツなど
のアクティビティが予定されていま
す。スタッフや参加者たちと英語で
コミュニケーションを取り、お互い
に学びあう前向きな姿勢が必要です。

パブリック・スクールの寮
で共同生活を送る
サットン・バレンス高校の寮で共同
生活を送ります。１人または２人部
屋となる予定ですが、すぐ会える距
離にほかの参加者たちも暮らしてい
ます。積極的に交流してたくさん思
い出を作りましょう。

配属について
当プログラムの企画・運営は、RoelandとAFSベルギー
が担当しています。プログラム期間中は、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。
寮でのルールを守ることや、同じ寮で生活するほかの参
加者への配慮などが求められます。詳しいルールについ
ては、プログラム内定者に追ってご連絡します。
ほかの参加者たちと相部屋になることもあります。ルー
ムメイトの国籍や人数についての希望は承れません。
寮の洗濯機やシャワーは共用で数に限りがあるため、お
互いに譲り合って生活する必要があります。

現地でのスケジュール例
午 前

午 後

夕方〜夜

平 日

・英語研修
・スポーツ（選択制）
（ディベートやディスカッション ・テーマごとのアクティビティ
など）

・異文化理解ワークショップ
・寮の仲間たちと過ごす

週 末

・RoelandやAFSベルギー主催の日帰り旅行
・International Day（各国の文化紹介）

・寮の仲間たちと過ごす

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入れ機関の都合などにより、変更または中止となることもあります。
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体験談
私はこの留学を通して「異文化交流」というものは決して大きなものでなくてはならないとい
うわけではないと強く思った。お互いに数え切れないほどの文化を交換しあえた。それらは、
各国で流行しているゲームや、人口よりもサウナの数が多い理由などの本当に些細で小さなも
のであった。しかし、この小さな異文化交流で培った知識が人から人へと繋がり、発信されて
いる。それはその国の伝統を作っているのではないか、と私はこの２週間という短い時間の中
で学ぶことができた。もともと「異文化交流」というものに興味はあったが、自分の進路や将
来には関係のないことだと思っていた。しかし、このプログラムに参加して、
「他国の文化・
歴史・関係性を大学で勉強したい」という今までにない大きな目標を掲げることができた。

毎日１時間スポーツの時間があり、私は、バドミントンやズンバを選択しました。ズンバは、
他国から来た子と踊るだけで本当に楽しかったです。最終日の前日には、授業のクラス対抗で
運動会的なことをしました。少しオリンピックのような気分を味わうことができました。イギ
リスに行って、異文化について知ることができただけでなく、自分のことについても真剣に考
えられるようになりました。私は、元々海外が大好きで将来は何か世界で活躍できる人になり
たいと漠然と考えていただけでしたが、多くの国の人と出会ったことでその人たちに会いに行
くためには何が必要か考えた結果、飛行機なのではないかと思いました。飛行機があることに
よってより早く友達に会うことができます。なので、将来は効率的な機体の設計をしたいです。

プログラム満足度

派遣生へのインタビュー！
印象に残っている
授業やアクティビティは何ですか？

満足 !
100%

（2018年短期派遣生アンケート調査より）

派遣生からのメッセージ
英語能力が上がるだけでなく、たくさんの国の文化を同時に
学ぶことになります！ また、徐々に日本人がどれだけ海外
の人と良くも悪くも違うのかというのが明らかに見えてきま
す。わたしは学んだものを全て今後生かします。帰国後に
「たくさん吸収できた！」だけでなく、
「本当に楽しかった！」
と心の底から思うことでしょう！

●

スポーツでクリケットなど英国ならではのものを選択
して体験できた。

●

ICL（Intercultural Learning）の授業で、障害を持っ
た方の体験をした。目が見えない方などとのコミュニ
ケーションを実体験として知ることができた。

●

ディベートのトピックが「学校に制服は必要か否か」
という皆にとって親近感のあるトピックだったので、
活発に意見を交わせて楽しかった。

●

カジノナイトとダンスパーティー。ドレスアップして
カードゲームしたり、踊ったり、お互いにメッセージ
を渡しあったりして、大きな思い出になった。

●

●

２週間という短期間ですが、たくさん内容の詰まった、充実
したプログラムです。夏休みの学校の宿題がたくさんあっ
て、語学研修や海外に行くのをためらっている人でも、２週
間なら帰国した後でも宿題をやる時間は十分にとれます。
「充
実した夏休みを過ごしたい！」という人にはお勧めのプログ
ラムです。

寮生活で楽しかったことや嬉しかったことは
何ですか？
●

周りの人たちが自分のことを少しでも理解してくれよ
うとしてくれて、どんな形でも積極的に関わってくれ
たこと。

●

長い時間を一緒に過ごし、食事のときに色々な人、先
生と話せたこと。

●

遅い時間まで皆と時間を楽しめた。１人部屋だったの
で、ある程度プライバシーが守られた。

保護者からのメッセージ
●

●

帰国後、子どもが話してくれることすべてが親にとっては面
白くまた驚きもあり、世界はこんなに広くて素晴らしいんだ
と、年を取ってもまだ何かにチャレンジできる勇気を与えて
もらいました。
外から日本を見る、家族を見る、学校を見るなど、気づけて
いなかった自分を知ることができる時間だと思います。その
貴重な体験がその後の子ども達を大きく変えていってくれる
でしょう。

参加費
プログラム関係費：270,000円
旅行代金：
245,800円
合計：

515,800円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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アメリカ（メリーランド）
リーダーシップ・プログラム（約３週間）
日

程

2019年７月14日㈰〜８月４日㈰

対

象

中学３年生〜高校３年生

募集人数

15名

滞在都市

メリーランド州・ワシントンDC

滞在形式

寮滞在

英語力目安

★

英検準２級以上（必須）

プログラムの特徴
グローバルに活躍するリー
ダーシップを身につける
名門ジョージワシントン大学のキャ
ンパスで、ビジネスの知識も含めグ
ローバル社会で求められる資質を高
めます。昨年は日本のほか、ヨーロッ
パ、アジア、中南米から合わせて約
70名の生徒が参加しました。

週替わりのテーマで、レベ
ル別の英語研修を受ける
現地到着後、レベル別に英語のクラ
スが分けられます。午前中は、それ
ぞれのレベルに合わせて週ごとの
テーマ（アメリカの歴史、リーダー
シップ、ビジネス、異文化理解など）
に沿った語学研修を受けます。

アクティビティを通じて、
英語力を実践で生かす
午後は、キャンパス内ではスポーツ
やアート、演劇などのアクティビティ
を行います。キャンパスの外に出て、
ホワイトハウスや国会議事堂、ボル
チモアなどを訪問するフィールドト
リップも予定されています。

配属について
７月頭からプログラムに参加している国もありますが、
日本を含む一部の国は学校スケジュールを考慮して１週
間遅れての参加となります。
当プログラムの企画・運営は、AFSアメリカと提携する
教育機関が担当しています。プログラム期間中は、AFS
アメリカのスタッフやボランティアが寮に駐在し、参加
者のサポートにあたります。
ほかの参加者たちと相部屋で共同生活を送ります。ルー
ムメイトの国籍や人数についての希望は承れません。
寮の洗濯機やシャワーは共用で数に限りがあるため、お
互いに譲り合って生活する必要があります。

現地でのスケジュール例
午 前

午 後

夕方〜夜

平 日

・英語研修
・キャンパス内のアクティビティ ・寮でのイベント
（プレゼンテーションやディス ・フィールドトリップ
（タレントショー、ゲーム、
カッションが中心）
各国の文化紹介など）

週 末

・AFSアメリカ主催の１泊旅行
・寮の仲間たちと過ごす
（ニューヨークの場合：タイムズスクエア、国立9.11記念碑など）

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入れ機関の都合などにより、変更または中止となることもあります。
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体験談
（2017年の）プログラムには中国、韓国、ドイツ、イタリア、グアテマラ、ガーナ
という多くの国の人たちがいました。一番楽しかったのは食事です。日本のアニメや
施設、食や学校など様々なことを話し、逆にほかの国の情報を聞き、以前までの外国
人への先入観が、半分くらい消えました。特に仲が良く、同じ部屋にもなったイタリ
ア人の男の子は、日本の全てが大好きで、よく漢字の意味や、アニメのポーズなどを
聞いてきてくれました。最後に渡した日本文化写真付きの葉書には、大変喜んでもら
いました。いつか必ず日本に行くと言ってくれた時は、泣きそうなくらいうれしかっ
たです。来るときは連絡を取り合って、再会する予定です。

このプログラムを通し、様々なカルチャーショックや、文化的な違いを経験した。ま
た、国、地域によって考え方や価値観の違いを知ることができた。四六時中英語を使
うという環境で過ごしたことで、私の英語能力は飛躍的な上昇を遂げ、それだけでな
く、文化圏の違う人々とのコミュニケーションをとる方法も習得した。さらに、この
プログラムには様々な国、地域からやってきた同年代の学生たちが集まっていたた
め、私は世界中に大切な仲間を作ることができた。例えば、私が一番仲良くなったの
は、香港からやってきた同い年の女の子だ。彼女とは、互いの国の話をしたり、言葉
を教えあったりして友情を深めた。最後の別れの時には、別れるのが辛くて号泣する
ほどだった。ここで得た友情は、一生続くものとなるであろう。

プログラム満足度

派遣生へのインタビュー！
印象に残っている
授業や語学研修は何ですか？
●

ビジネスのクラス。新しいアイディアを思いついたと
き、それをどう事業化するか、コストや利益がどれ
くらいか、などを考えたり、発表したりするのが難し
かったが、勉強になった。

●

興味のあるテーマを選び、YESとNOのどちらかの立
場でディベートをする授業。意見を組み立て、立論・
反論の流れを整理してディベートを成功させたことが
とても思い出に残っている。

満足 !
93%
（2018年短期派遣生アンケート調査より）

派遣生からのメッセージ
●

●

本当に、辛いことも楽しいこともありますが、全部新鮮で価
値観や見える景色も沢山変わりました。たったの３週間です
が、大好きな友達が沢山できました。授業は、私にとって凄
く大変でしたが、自分自身が鍛えられました。
最初は他の国の子と仲良くなれるか心配だったけれど、みん
な優しいから話しかけてくれるし、分からないことも教えて
くれました。緊張するかもしれないけれど、沢山色んな人と
話して思い出を作れたら充実した留学になると思います。

印象に残っている
アクティビティは何ですか？
●

１泊２日でニューヨークに行けたこと。ずっと憧れて
いた場所だったから、うれしかった！

●

カラオケ大会など、毎晩寮で行われるゲーム大会。各
国参加者の盛り上がり方の違いを知れたし、多くの人
と関われた。

●

タレントショーのときに、浴衣や甚平、はっぴを着
たらいろんな国の人が「かわいい！」
「写真撮ろう！」
と声をかけてくれてうれしかった。

保護者からのメッセージ
●

●

AFSはサポート体制がしっかりしており、終始安心して娘を
託す事ができました。手取り足取りの過保護なサポートでは
なく、子どもの自立を自然に導いてくれるそんな縁の下の力
持ち的なプログラムでした。
世界中から集まった優しくてフレンドリーな仲間と素晴らし
いスタッフのおかげで想像を超えるよい体験だったようで
す。普段は甘えているので一人で海外に行かせることが心配
でしたが、充実した毎日を過ごして元気に帰宅し、すぐにま
た行きたいと喜んだ子どもの姿はとても頼もしく、親として
も参加させてよかったと満足しています。

参加費
プログラム関係費：500,000円
旅行代金：
241,200円
合計：

741,200円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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アメリカ（サンディエゴ）
チェンジメーカー・プログラム（約４週間）
日

程

2019年７月14日㈰〜８月11日㈰

対

象

中学３年生〜高校３年生

募集人数

10名

滞在都市

カリフォルニア州サンディエゴ

滞在形式

寮滞在

英語力目安

★

英検準２級以上（必須）

プログラムの特徴
社会問題の解決に向けて
行動する地球市民を目指す
名門カリフォルニア大学サンディエ
ゴ校を会場に、社会を変えるチェン
ジメーカーとしての資質を高めます。
昨年は日本のほか、ヨーロッパ、ア
ジア、北米、中南米から合わせて約
80名の生徒が参加しました。

週替わりのテーマで、
レベル別の英語研修を受ける

アクティビティを通じて、
英語力を実践で生かす

現地到着後、レベル別に英語のクラ
スが分けられます。午前中は、それぞ
れのレベルに合わせて週ごとのテー
マ（環境、移民など）に沿った語学
研修を受け、午後のアクティビティ
に必要な単語なども学びます。

午後は、語学研修と同じテーマに沿っ
て、フィールドトリップやボランティ
ア活動などに取り組みます。午前中
に身につけた語学力を実践の場で生
かしながら、社会問題にどう取り組
むか考えます。

配属について
プログラムの企画・運営は、AFSアメリカや提携して
いる教育機関が担当しています。プログラム期間中は、
AFSアメリカのスタッフやボランティアが寮に駐在し、
参加者のサポートにあたります。
10〜15名で１つのスイートを共有し、それぞれにプロ
グラムカウンセラーが付きます。各スイートの共有ス
ペースは、参加者同士の交流の場として使われます。
スイートの中にいくつかのベッドルームがあり、３〜４
名で相部屋となります。ルームメイトの国籍や人数につ
いての希望は承れません。
寮の洗濯機やシャワーは共用で数に限りがあるため、お
互いに譲り合って生活する必要があります。

現地でのスケジュール例
午 前

午 後

夕方〜夜

平 日

・英語研修
・テーマごとのアクティビティ
・寮でのイベント
（プレゼンテーションやディス ・ショッピング、ハイキングなど （タレントショー、ゲーム、
カッションが中心）
各国の文化紹介など）

週 末

・AFSアメリカ主催の１泊旅行
（ロサンゼルスの場合：ハリウッド、遊園地、ビーチなど）

・寮の仲間たちと過ごす

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入れ機関の都合などにより、変更または中止となることもあります。
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体験談
私たちは約１か月間、アメリカ、カリフォリニア州南端のサンディエゴにある、
UCSDの寮に滞在していました。午前中は授業が行われ、午後はアクティビティの
時間、夕ご飯を食べてから夜にはディスカッションや国別のプレゼンテーションなど
の企画が行われました。 そして就寝前には、スイートタイムと言って同じ部屋の友
達と談笑する時間もありました。とても充実した日々を送っていました。 私の生き
てきた18年間で最も濃い１か月であったことは間違いありません。最終日の夜、毛
玉を１人ずつキャッチしてプログラムの思い出を語っていきました。
「離れていても
みんな繋がっている」そう最後にスタッフが言った時は感動しました。

特に印象的だった授業は「音楽」の授業。先生がだれもが知っている流行りの音楽を
流してくれて、その音楽を聴いて踊ったり歌ったりしたらいけないというものでし
た。ほとんどの日本人にとって音楽を静止した状態で聞くのは当たり前のことなの
に、国によって音楽の聞き方でさえ違うことにとても驚きました!! ２週間目の後半
には、Talent showという自分の特技を発表する機会がありました。日本人８人で
ソーラン節を、私１人では少林寺拳法を披露しました。すると、それを機に「僕もカ
ンフーやってるよ」
「私のお父さんがテコンドー習ってたよ」と声を掛けてくれる子
が増えました。まさかMartial Arts（武道）で世界の友達と繋がることができるとは!!
今回の留学で本当に本当に本当に素敵な世界中の友達ができました。

プログラム満足度

派遣生へのインタビュー！
どんな内容の
語学研修が行われましたか？

満足 !
100%

●

自分のお気に入りの写真について説明する、という授
業では、ほかの人の思い出話が聞けて、自分の気持ち
を率直に話せました。

●

英語だけを学ぶのでなく、英語を使って環境や移民、
人権などのグローバルイシュー（国際問題）について
の討論をしたり、サンディエゴの観光地や関わりの深
い有名人などを紹介したりしました。日本ではあまり
馴染みのない問題も多く難しかったですが、勉強にな
りました。

（2018年短期派遣生アンケート調査より）

派遣生からのメッセージ
●

私は、英検準１級を持っていて比較的英語は得意だと思って
いたのに、自分の思い通りに話せず、悔しい気持ちを持って
の帰国となりました。そのため、帰国後すぐにAFS年間派遣
プログラムに応募し、来年からアメリカに派遣されることが
決まりました。もしサンディエゴに行かなかったら、このよ
うな勇気は絶対に出ませんでした。楽しいことばかりではな
かったけれど、悔しさはバネになるし、経験しないと分から
ないことがたくさんあると断言できます。どうぞ、皆さんも
一歩踏み出してみてください。

印象に残っている
アクティビティは何ですか？
●

恵まれない人に食べ物を寄付するFood Bankの活動。
普段自分はごはんを無駄にしていたので、心に響いた。

●

メキシコとのボーダー（国境）を訪問したこと。家族
と離れ離れになった人や、国境警備隊の人の話を聞い
て、色々と考えさせられた。

●

LAトリップやサンディエゴ動物園に行ったこと。メ
ジャーリーグ観戦が楽しかった。

保護者からのメッセージ
●

●

是非参加されることをお勧めします。高校生での海外体験は
将来必ず生きると思います。何事にも熱くなれなかった我が
息子は参加後、見違えるように積極的になって帰って来まし
た。本当に参加して良かったと思います。
このサンディエゴのプログラムのおかげで、娘は人生の中で
二度とはない、沢山の素晴らしい体験をする事ができまし
た。この短い思春期という時期に、サンディエゴで同世代の
外国人・日本人の仲間と共に生活し、広く深く接することで
大きく成長して帰ってきました。

参加費
プログラム関係費：603,000円
旅行代金：
241,200円
合計：

844,200円

※上記参加費に含まれない経費等についてはP30をご参照ください。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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参加者の声
AFS短期派遣プログラムに参加して、
あなたの語学力は向上したと思いますか？
向上した！

91%

向上した！

91%

（2018年短期派遣生アンケート調査より）

インド
理不尽なことがあったときに、英語で言い返せるように
なった。何も考えなくても口から英語が出てくるように
なった。
● リスニング能力が上がり、英語を英語のまま理解できるよ
うになった。
● 相手に伝わらないことがあっても、別の方法で説明して理
解してもらえるようになった。
●

●

オーストラリア
●

電話のように身振り手振りがない場面でも会話できるよう
になった。

●

相手の言葉を聞き取って、それにパッと返答する力がついた。

●

英語にも訛りがあることを知れた。

●

英語の歌詞が細部まで聞き取れるようになったし、リスニ
ングテストも少し聞き取りやすくなった。

●

自分から話しかけることを意識することで、会話の始め方
がわかるようになった。

日常会話で使われる、カジュアルな英語表現を学べた。

カナダ
英語でプレゼンテーションをする機会が多く、資料の作り
方や英単語の意味を英語で説明すること、つなぎ言葉を使
うことが得意になった。
● 日本で教わってきた英語と現地で使われる英語のニュアン
スの違いを学べたし、日常会話はもちろん、自分の伝えた
いことを以前よりも伝えられるようになった。
● エッセイの書き方を学習し、文章を書く力がついた。
●

●

フィリピン
●

耳が慣れてきて、よく使う表現などは覚えた。現地の言葉
（タガログ語）も積極的に使うようにしたら喜ばれた！
● 場面ごとに適切な表現や言葉を学ぶことができた。現地の
人と普通に英語で会話できるようになった。
●

●

リスニング力がついて、実際に日本に帰ったあと、外国人
の先生とスムーズに話せるようになっていた。

イギリス

とっさに日本語が出てしまうことが減り、自分で英文を組
み立てて話せるようになった。

アメリカ

●

日常生活に必要な情報を聞き取る力がついた。

●

最初は聞き取れなかったことが理解できるようになった。

●

いちいち文法を考えながら話すことが少なくなった。

●

●

今まで使ったことのない色々な英単語に出会うことができ
たのが良かった。

頭の中で日本語から英語に変換しなくても済むようにな
り、素早く英語が口から出るようになった。

●

自分から話しかけたり、会話を続けるために質問したりす
るコミュニケーション能力が上がった。

教科書では学べないネイティブ独特の言い回しや表現が学
べ、実践的な英語が身についた。
● よく使うフレーズを習得し、困らない程度の会話ができる
ようになった。
●

●
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自分の伝えたいことを簡単な英語の表現に置き換えて伝え
られるようになった。

様々な角度から相手に伝えようとする力がついた。

語学力以外で、どのような面で成長したと思いますか？
自立できるようになった！
●

視野が広がった！

計画的に行動できるようになり、
ダラダラすることが少なくなった。

洗濯や掃除など、自分のことは自
分でできるようになった。
● 身のまわりのことは自分で管理で
きるようになった。
●

「違い」を楽しめるようになった！

●

共同生活を通じて、
「自己主張」と
「共生」の両方を学べた。

●

広い視野で物事を見るように意識で
きるようになった。
● 日本での現状について、より客観的
に見ることができるようになった。

●

●

精神的に強くなった！

●

客観的に自分の性格や嗜好を見つ
めることができた。

●

●

苦手な人とでもうまく付き合うこ
とができるようになった。
● 外国人と接することに抵抗がなく
なった。

コミュニケーション能力が向上した！

環境が変わっても動じず乗り切る
力がついた。
● 人の目を気にせず、自分らしさを
出せるようになった。
●

価値観の違いを受け止め、異なる
意見も尊重できるようになった。

初対面の人とでも積極的に話せるように
なった。
● 他人の話を今までよりも真剣に聞くように
なった。
言葉以外にも絵を描いたり指さしたり、
色々な表現で伝える大切さに気付いた。

プログラムに参加して、目標や興味、関心などに変化はありましたか？
変化があった！
96%

進路を真剣に考えるようになった！
●

海外からの参加者は自分の将来について具体
的に考えていた。私も本気で考えたい。

文化・歴史について大学で専門的に勉強し、
国際的な仕事に就きたい。
● 現地の授業の質が高く素晴らしいなと感じた
ので、海外の大学への進学を目指したい。
●

今までは、「このまま偏差値が高いと言われ
る大学に行くのかな」としか思っていなかっ
たが、今は自分のやりたいことが学べるとこ
ろに行きたいと思っている。
● 将来は海外の人とも関われる看護師になりた
い。まずは手話を覚えて、日本でもたくさん
の人を助けられるようになりたい。
●

変化があった！

96%

2018年短期派遣生
アンケート調査より

目標が見つかった！
高校生の間に英検準一級
を取り、自分の言葉で話
したい。
● 海外に長期で留学した
い、むしろ住みたい！
●

外国で働いたり、英語を
使える職業についたりし
たい。
● 様々な知識を持っている
人たちと出会い、刺激を
受けたので、自分もその
ような人になりたい。
●

意識や行動が変わった！
家族や友人との時間を大切にし
たいと思うようになった。
● 日本にいたときは、周りの様子
をうかがってしまうことが多
かったが、自分の気持ちや意見
を尊重して行動に移せるように
なった。
● 今まで自分が競っていた世界の
狭さに驚き、もっと広い視野で
考えようと思った。
● 今まで苦手意識のあった英語
が、自分の世界を広げる大切な
武器になるのだとわかった。
●

興味・関心の幅が広がった！
●

もっと英語力を高め、色々な国の人とたくさん話し、その文化も知りたい。

●

英語だけでなく色々な言語を話せるようになりたい。

プログラムで仲良くなった友人の母国を訪れたいので、お金を少しずつ貯めていきたい。
● 友達の体験談を聞いて、ボランティア活動をやってみたいなと思った。
●

●

ホストブラザーの影響で、洋楽について興味が深まった。

●

現地のレッスンでショートストーリーを演じたのがとても楽しくて、演劇をやってみ
たくなった。

ヨーロッパからの参加者が世界史に詳しく、グローバルな環境で働くには必須だと思っ
たので、歴史をもっと勉強したい。
● 黄色人種に対する差別を感じる場面があり、差別問題にますます関心を持った。
●

●

途上国に対する日本の支援について興味がわいた。

●

日本以外の非英語圏の英語教育についてもっと知りたい。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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AFS短期派遣プログラムの流れ
１〜５月
６月

①応募

選考手数料（6,480円）の振込後、規定の応募書類
をAFS日本協会あて郵送してください。

②一次選考通過

応募書類受領後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。

③英文書類提出

約２週間で、ホストファミリーや寮の仲間への手紙
や英文健康診断書などを提出していただきます。

④受入国審査通過

提出された英文書類をもとに受入国で審査を行い、
６月末までに書類審査通過のご連絡をします。

⑤オリエンテーション

１泊２日の宿泊研修で留学の目的や現地での心構え
を再確認し、派遣生同士の交流を深めます。

⑥渡航手続き

当協会指定の旅行代理店から、旅程および渡航手続
きに関する案内をお送りします。

⑦ホストファミリー決定

派遣生とホストファミリーの組み合わせを受入国で
検討し、７月上旬〜出発直前にお知らせします。

⑧出発

グループで渡航します。添乗員はつきませんが、日
本と現地の空港でAFSのスタッフがサポートします。

⑨プログラム参加

ホームステイまたは寮で生活します。語学研修や課
外活動、日常生活を通じて異文化学習を行います。

⑩帰国・振り返り

帰国後は、経験や学びを言語化するシートや、ワー
クショップを通じて「振り返り」を行います。

⑪帰国後交流会

各プログラムに参加した派遣生が再会し、互いの経
験を共有します。このつながりは生涯の財産です。

⑫修了証の授与

振り返りシートを提出した派遣生にはAFS短期派遣
プログラム修了証が授与されます。

⑬派遣報告会

プログラムの経験や学びについて、プレゼンテー
ション発表する機会があります。

※ホームステイの場合

７〜８月
９月
月

12
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① 応募
参加したいプログラムが決まったら、以下の応募資格を確認し、応募書類をすべて揃えたうえで、応募受付期間内にAFS日本
協会まで簡易書留で書類を郵送してください。
応募資格

応募書類

１）プログラム参加時点で日本の高等学校または中学校に在籍
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。

１）AFS短期派遣プログラム申込書（Ｐ33）
２）応募課題（Ｐ35）
全項目について、必ず申込者本人がご記入ください。

３）受入国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、2018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）

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）

４）「AFSの理念」
（巻末を参照）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。

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」

５）下記の英語資格を有すること。
《イギリス》実用英語技能検定２級、
GTEC for Students L&R&W675または、
TOEIC Listening&Reading550
《アメリカ》実用英語技能検定準２級、
GTEC for Students L&R&W485または、
TOEIC Listening&Reading400
《その他の国》実用英検３級または同程度以上（※２）
６）オリエンテーション（６月22日〜６月23日 東京）に必ず
参加できること。

※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

※１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。

ゼロイチキュウ

［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、
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（短期派遣プログラ
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。

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。
派遣先（受入国）
中国
インド
オーストラリア
カナダ
フィリピン
イギリス
アメリカ（メリーランド）
アメリカ（サンディエゴ）

応募書類送付先

応募受付期間

選考結果の発送日
〈募集状況〉

2019年１月４日（金）
〜４月25日（木）

応募書類受領後
約２週間

2019年１月４日（金）
〜５月31日（金）

※簡易書留でご郵送ください。

〒105-0004 東京都港区新橋５丁目22-10

松岡田村町ビル７F

公益財団法人AFS日本協会『短期派遣プログラム応募』係
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② 一次選考通過

⑤オリエンテーション

一次選考結果通知

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

応募書類受領後２週間を目途に、一次選考結果および合格

でオリエンテーションを実施します。

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

日程

会場

派遣生
（必須）

2019年
6月22日
（土）
〜
6月23日
（日）

東京・国立オリンピック記念
青少年総合センター（予定）

保護者
（任意）

2019年
6月22日
（土）

東京・国立オリンピック記念
青少年総合センター（予定）

の選考で一度不合格になった方は、同じ年の再応募はでき
ません。

プログラム関係費（第一次金）の振込
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。（Ｐ31）

③英文書類提出

※派遣生本人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、短期派遣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。自己都合によるオリエンテーションの欠席・遅刻・早退は、原
則としてお受けできません。
※保護者の方を対象とした半日オリエンテーションも実施します。こ
ちらの参加は任意ですが、お子様が参加する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。

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週間でホ
ストファミリーへの手紙など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）
。

⑥渡航手続き
５月中旬〜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。

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。

⑦ホストファミリー決定
（対象：オーストラリア、カナダ、インド、中国、フィリピン）
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

④受入国審査通過
「受入国書類審査通過のお知らせ」
（メール配信）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」
をご登録のメールアドレス宛にお送りします。
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）の振込
「受入国書類審査通過のお知らせ」の送付日より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、当協会指定の旅行代理店（※） との契約に基づ
き、指定日までに旅行代理店に直接お振込みください。
※2018年12月現在、㈱JTBを予定しています。
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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。特に英語圏で
はホストファミリーの決定に時間を要し、出発直前のご連
絡となることがほとんどです。
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。

⑧出発

⑪帰国後交流会

出発７〜10日前には、指定の旅行代理店から旅程の最終案

９月頃に、学生ボランティア主催の帰国後交流会が開催さ

内が届きます。

れます。各プログラムに参加した派遣生が再会し、互いの
経験を共有する貴重な機会です。参加は任意ですが、毎年

出発当日は、当協会および指定の旅行代理店から、渡航に

多くの派遣生が集まります。

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、日本からの引率は付き
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
発をサポートし、到着空港では現地のスタッフが派遣生の
皆さんを出迎えます。
※自己都合による出発日の変更や中途帰国はできません。

⑫修了証の授与
AFS短期派遣プログラムの参加を終え、帰国後に振り返り
シートを提出した生徒には、修了証が授与されます。

⑨プログラム参加

⑬派遣報告会

ホームステイまたは寮で生活します。語学研修や課外活動、

プログラムへの参加を通じて得た経験や学びについて、プ

日常生活を通じて異文化学習を行います。プログラム実施

レゼンテーション発表を行う機会があります。

期間が定められているため、滞在期間の変更はできません。

帰国の数か月後にあらためて自分の経験を振り返り、アウ
トプットすることで、さらに学びが深まり、自己発信力を
高めることができるでしょう。

⑩帰国・振り返り
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。
帰国後は、プログラム期間中の行動や姿勢を振り返り、現
地で得た学びを言語化するための「振り返りシート」を提
出していただきます。自身の経験を色々な視点でとらえ直
すことで、新たな気づきを得ることができるでしょう。
なお、希望者を対象に振り返りワークショップも予定して
います。詳しくは、派遣内定後にお知らせします。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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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、フィリピン）

派遣生から提出される「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、派遣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、フィリピン）

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。派遣生は与えられた環
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。

予防接種は必要ですか？
短期派遣プログラムで必須の予防接種はありません
が、必要な場合には都度ご連絡いたします。

出発前のオリエンテーションでは
何をするのですか？
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。

現地の高校生との交流はありますか？
派遣中はAFS生のために組まれた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。

配属地域は選ぶことができますか？
（オーストラリア、カナダ、インド、中国、フィリピン）

寮滞在プログラムの場合、
ルームメイトの人数や
国籍の希望は出せますか？
（アメリカ、イギリス、フィリピン）

出発日の変更や滞在期間を
延長することはできますか？

寮の部屋割りについて、人数や国籍に限らず希望を
出すことはできません。全体のバランスを考慮して、
受入国が部屋割りを決定し、現地到着後に派遣生に
知らされます。日本人派遣生が同室になることもあり
ますし、状況に応じて、途中で部屋割りが変更される
こともあります。

自己都合による出発日の変更や中途帰国、滞在期間
の延長はできません。同じプログラムに参加する派遣

緊急時のサポートはどうなっていますか？

短期派遣を終えたあと、
年間派遣の試験を受けることは
できますか？

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。

病気、 事故、 怪我をした場合の
治療費は？
AFSでは、プログラム参加中のAFS派遣生の医療費を
まかなうために、二次的な保険に加入していますが、
皆さん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。AFSで加入している二次的な
保険についての詳細は、派遣内定後にお知らせします。
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配属地域を選ぶことはできません。受入国から配属地
域決定の連絡があり次第、各派遣生・保護者にお知
らせします。

生は、全員同じスケジュールで渡航・帰国をします。

年間派遣の応募条件を満たしていれば可能です。詳し
くは年間派遣の応募要項をご確認ください。（2020年
の年間派遣の資料は2019年３月１日より配布開始予
定です）

滞在中、 日本人引率者が
同行しますか？
同行しませんが、現地のスタッフ・ボランティアが責
任をもってサポートします。派遣生の皆さんにも、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。

帰国生インタビュー
1988年 短期派遣プログラム（アメリカ）参加
2000年〜 ホストファミリー（複数国）
元長野北信支部長、年間派遣生保護者
松橋

真奈さん（写真左から2人目）

30年前に、学校でAFSのポスターを見つけて参加した
ひと夏のAFS短期派遣プログラム体験が、自分の人生を変

がりました。子育てもAFSとの関わりによって、とても豊
かに膨らみました。全ては、あのAFSポスターから始まっ
ていたんだな…と改めて思っています。AFSでドイツに留
学した長女は、AFS帰国生と結婚し、子どもたちは我が家
で受け入れた元留学生達を訪問するなど今でも交流が続い
ています。これはひとえにAFSがボランティアで支えられ
ているからこそのことでしょう。

え、そのあとホストファミリーとして受け入れた海外の留
学生達と国境や時間を越えて繋がっていることがとても嬉
しいです。アメリカのバーモント州では人と繋がることの
喜びや異文化へのチャレンジなど素晴らしい体験ができま
した。
４人の子どもを抱えてホストファミリーをした経験を通
じて、たくさんのことを家族みんなで学び楽しみました
し、人種、国境、宗教など垣根のない関係で、心と心が繋

2013年 短期派遣プログラム（カナダ）参加
2015年〜 学生ボランティア
木村 瞭介さん（写真中央）

應義塾大学湘南藤沢キャンパス）へ進学。カナダで「相互
理解」を通じた「世界平和」の重要性を体感した私は、次
のステージとして学問的な「世界平和」を勉強したいと考
え、現在は「国際安全保障」を専攻しています。

高校生の時に、カナダの短期派遣プログラムに参加しま

大学入学直後にAFSの学生ボランティア活動を始めま

した。そこで様々なバックグラウンドを持つ各国からの留

した。同じ目標を共有するボランティアの仲間との４年間

学生と出会い、自分と異なる考え方すなわち「違い」を感

は貴重であると同時に、職員の方々と協働する経験もでき

じることに興味深さを覚えました。多角的な視点で勉強し

ました。また、大学を休学し、米国ワシントンD.C.に位置

たいと思い、高校卒業後は多種多様な人材がいるSFC（慶

するシンクタンクにて、１年間のインターンシップを行い
ました。カナダで既に「違い」に慣れていたことと学生ボ
ランティアの経験が功を奏し、組織に容易に馴染むことが
できました。インターン先では日々英語で同僚とコミュニ
ケーションをとりながら、日米関係に関するリサーチを主
に担当していました。
以上のように、短期派遣プログラムへの参加が今の自分
に与える影響は非常に大きいです。少しでも興味があれば
プログラムに参加することを強くオススメします！

2017年 短期派遣プログラム（インド）参加
2018〜2019年 年間派遣プログラム
（オーストラリア）参加
盛岡 音羽さん（写真右）

「高校生で留学する意味って何？」「部活や学校の勉強は
どうする？」迷って踏みとどまる理由はたくさんあると思
います。私は日本にずっといたら、こんなにも深く自分自
身を見つめたり、日本についてもっと学びたいと思った
り、考え、感じ、気付かなかったことが沢山あります。

「なんか面白そう！」。説明会で聞いたお話が興味深く、

「なんか面白そう！」と思ったら、あとは一歩踏出す勇

それだけで短期派遣プログラムでインドへ行くことを決め

気。その先にきっと素敵な出会いが待っているはずです。

ました。文化の違い、環境の変化、言語の壁にぶつかった
こともありましたが、それ以上に大切な家族や友達ができ
ました。
その翌年から、年間派遣プログラムでオーストラリアに
来ています。毎日様々なドラマがあり、目から鱗の出来事
が学校生活で起きています。留学は旅行とは違い、学校に
通い、家庭（ホストファミリー）に入って生活することで、
より深くその国を知ることができます。

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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参加費用について
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。

（単位：円）

プログラム関係費

旅行代金

合計

（予定）

（予定）

（予定）

国別情報掲載ページ

中国

316,000

155,000

471,000

Ｐ7

インド

253,000

222,400

475,400

Ｐ8-9

オーストラリア

430,000

208,800

638,800

Ｐ10-11

カナダ

476,000

246,200

722,200

Ｐ12-13

フィリピン

317,000

95,000

412,000

Ｐ14-15

イギリス

270,000

245,800

515,800

Ｐ16-17

アメリカ（メリーランド）

500,000

241,200

741,200

Ｐ18-19

アメリカ（サンディエゴ）

603,000

241,200

844,200

Ｐ20-21

受入国

❶ 各費用に含まれるもの
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、ホストファミリー滞在中実費（カナダ）、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）
国際本部経費
3-7%

オリエン・通信費等
5-8%

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）
、eTA（カナダ）
、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（オタワ
の場合）35,830円、アメリカ（ワシントンDC）37,760円、
インド20,770円、中国11,640円、イギリス48,710円、フィ
リピン12,360円（2018年10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。／
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）

❸ 各費用の支払い時期
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。

派遣国経費
11-15%

プログラム関係費：
受入国経費
70-80%

※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。

旅行代金：
エコノミークラス往復航空運賃（代金は2018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）

❷ 各費用に含まれないもの
選考手数料：6,480円／出発前オリエンテーション会場ま
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お振込期限

お振込額

第一次金
振込

一次選考結果通知の
発行日より２週間
以内

プログラム
関係費のうち
10万円

第二次金
振込

「受入国書類審査通
過のお知らせ」送付
日より２週間以内

プログラム
関係費の
残金

旅行代金：
指定の旅行代理店との契約に基づき、指定期日までに旅
行代理店に直接お振込みください。
※2018年12月現在、㈱JTBを予定しています。

参加の取りやめについて

フィリピン、 オーストラリア、
イギリス
インド、中国 カナダ、アメリカ

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

（a）
一次金納入後から「受入
国書類審査通過のお知ら
せ」発行日付以前の場合

３万円

３万円

（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

７万円

７万円

（c）
出国予定日の1 ヵ月
前を過ぎた場合

15万円

20万円

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

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

旅行代金

辞退金を差し引いたうえでご返金いたします。

旅行代理店との契約に基づき、定められた取消料をお
支払いください。

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

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

ます。内定取消になった場合は、同年度の短期プログラム

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

に参加することはできません。なお、下記への該当性の有

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

無は、当協会の判断によります。

額の支払いが完了しないとき
11）時期、態様のいかんを問わず、AFSの名誉あるいはAFSに対

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

する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
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

む）
４）日本の中学校・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

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。

５）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
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

＊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。

※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「2019年度AFS短期派遣プログラム参加規程」でご
確認ください。
※
「2018年度AFS短期派遣プログラム参加規程」についてはＰ37-40をご覧ください。
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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

独立行政法人日本学生支援機構の平成31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、諸外国への留学に必要な費用の一部が奨学金として支給されます。

AFS短期派遣
プログラム

トビタテ！留学JAPAN
分野名

留学期間

応募対象

オーストラリア
カナダ

アカデミック
テイクオフ

14〜21日間

中国
インド
フィリピン
イギリス
アメリカ

アカデミック
ショート

14〜106日間

応募方法

新高校
２〜３年生

在学校から機構への
オンライン申請期限
2019年１月29日（火）
17時

新高校
１年生

2019年４月22日（月）
在学校を通して機
17時
構に応募。在学校
への提出期限は各
自ご確認ください。 2019年１月29日（火）
17時

高校生

トビタテ！留学JAPAN 応募の流れ
ホームページから
「募集要項」と「留学計画書」をダウンロード
www.tobitate.mext.go.jp/hs/

在学校との相談・留学計画書の作成

学校の先生への提出

並行して、AFSプログラムに応募してください。

＊＊＊＊＊ トビタテ！留学JAPANについて

トビタテ！留学JAPANに応募すると、
自動的にAFSプログラムに応募した
ことになりますか？
AFSプログラムへの応募とトビタテ！留学JAPANへの
応募は、組織および受付先が異なります。希望者は
必ずそれぞれに応募してください。AFSプログラムに
合格する前にトビタテ！留学JAPANに応募することも
可能です。

よくある質問 ＊＊＊＊＊

AFSのフィリピン・イギリスプログラム
は現地の到着日・出発日も含めて14
日間ですが、 アカデミック・ショートの
応募対象になりますか？
AFSのプログラムでは、現地に到着した日および現地
を出発する日にも、受入国AFSや受入機関によるオリ
エンテーション等を実施します。そのため、AFSのフィ
リピン・イギリスプログラムの「留学期間」は14日間
とカウントされ、アカデミック・ショートの応募対象と
なります。

中学生は応募できますか？
アカデミック・テイクオフは、2019年４月に新高校１
年生となる生徒も応募できます。アカデミック・ショー
トは、2019年１月29日時点で2019年４月以降の在籍
校が決定している生徒に限り、応募が可能です。

AFSのオーストラリア・カナダプロ
グラムは指定の留学期間を超えて
いませんか？
トビタテ！留学JAPANの留学期間以外の現地滞在日数
は前後併せて１週間程度が認められており、応募が
可能であることを確認しています。

応募すれば必ず奨学金がもらえますか？
トビタテ！留学JAPANは分野ごとに定員があり、書類
および面接審査に合格した生徒のみ、奨学金を受給
することができます。平成30年度は、アカデミック・
テイクオフ（新高校２〜３年生）の定員100名に対し
561名、アカデミック・ショートの定員90名に対し311
名の応募がありました（文部科学省発表より）
。AFS短
期派遣プログラムでは過去にアメリカやインドの派遣
生が受給した実績があります。
なお、奨学金支給額は、応募分野、家計基準、行き
先等によって異なりますのでトビタテ！留学JAPANの
募集要項をご確認ください。

※トビタテ！留学JAPANに関するご質問は在学校にお問合せください。
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事務所記入欄

AFS短期派遣プログラム申込書
記入 日

年

月

日
性

ふりがな

別

男 ・ 女
氏

名

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

TEL：（
）
FAX：（
）
E-mail：
携帯TEL（本 人）：
携帯TEL（保護者）：

月

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。表情の
明るい写真を用いてくださ
い。裏面に氏名を記入。

ふりがな

現住 所 〒

ふりがな

在学校名

※正式名称で記入してください。 ※2019年４月時点、もしくは進学予定校 ※未決定の場合は現在の在学校

第
在 学校 TEL：（

）

在学校 FAX：（

―

）

学年

―

保有している英語のスコアや級： □ あり（具体的に記入：
□ なし

）

希望留学先
留学を希望する国の左の空欄に、希望順位を数字で記入してください。
一度受入国が内定すると、受験者の都合で変更することはできないので、希望しない国には順位をつけないようにしてください。選ぶ国の数に制限は
ありません。

中国

インド

オーストラリア

カナダ

フィリピン

アメリカ（メリーランド）

アメリカ（サンディエゴ）

イギリス

健康状態
プログラム期間中、健康や食事（アレルギーなど）
、運動面での制約がありますか。
□ 特になし
□ 制約あり（具体的に記入：
下記の内容について確認・同意していることを確認し、□に

2018年度の学校欠席日数
日

）

を入れてください。
参考ページ

□
□
□
□
□
□

AFSのプログラムに参加するに当たり、AFSの理念と特色をよく理解し、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。
「AFS短期派遣プログラム」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。
プログラム参加費の支払期日後、プログラムへの参加を取りやめた場合には参加規程に則り、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。

上記の通り申し込みをいたします。

Ｐ25
Ｐ26
Ｐ31
Ｐ26, Ｐ28
Ｐ31, Ｐ37

上記の通り申し込みに同意いたします。
年

本人署名

Ｐ2-5, 巻末

月

日

年

月

日

保護者署名
保護者署名
2019 短期派遣プログラム 応募要項
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応募課題
※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）。

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）
ここから横書き

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。

３．AFSの短期派遣プログラムは、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。
〈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〉

2019 短期派遣プログラム 応募要項
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参考資料

AFS短期派遣プログラム参加規程
は15万円）

2018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。

払戻金の振込手数料は上記 ⒜、⒝ 又は ⒞ いずれの場合も、参加
を取りやめた参加生とその保護者の負担となります。

※アメリカ・イギリス・フィリピン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、2019年度AFS短期派遣プログラム参加規程をお読み

参加取りやめの通知がAFSに届いた時点において、プログラム関

いただいた上、ご署名が必要となります。
※2019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

係費の支払いが上記 ⒜、⒝ 又は ⒞ に記載された金額に満たない場
合、参加生とその保護者は、参加取りやめの通知がAFSに届いた時

します。

点に応じて、上記 ⒜、⒝ 又は ⒞ に記載された金額に満つるまで残
金を支払います。上記 ⒜、⒝ 又は ⒞ に記載された金額を上回るプ

AFS Intercultural Programs, Inc. は、米国ニュ−ヨ−ク州ニュ−ヨ−

ログラム関係費が支払われている場合は、AFS日本協会は、上記 ⒜、

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、並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、
医療及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
及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。
参加生及び保護者は、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.

⒝ 又は ⒞ に記載された金額を差し引いた上、残りの金額を参加生と
保護者に払い戻します。
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 ⒜、⒝、⒞
のいずれかに該当する場合
⒜ 自然災害、戦争、受入国AFSの崩壊などのため、出国予定
日当日又はそれ以前にAFSがプログラムを中止した場合
⒝ 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
⒞ 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及び予想さ
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.

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

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

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項及び第３項の場合を除き、

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
活動への参加及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。

支払われたプログラム関係費の払い戻しは行いません。また、出国予
定日の前日までにプログラム関係費が支払われていない場合は、事情
のいかんを問わず、参加生のプログラムへの参加は取り消しとなります。
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
グラムへの参加を取りやめた場合、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、参加取りやめの通知がAFSに届いた時点に応じて、下記の ⒜、
⒝ 又は ⒞ 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。
⒜ 「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
⒝ 「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
⒞ 出国予定日の１ヵ月前を過ぎた場合、20万円（インド、中国

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。

６.

７.

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。
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
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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。また、免許

また、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

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

とは、すべて参加生及びその保護者の責任となることを了承します。
AFSは、要請があれば、いずれの場合も、弁護士を紹介するなどの

守らなかった場合、プログラムは終了となり、参加生は早期帰国とな
ります。
８.

法的援助を行いますが、弁護士に依頼したり、弁護士費用を支払っ
たりする責任はありません。

参加生は、出発前、受入国滞在中及び帰国後を通じてAFSが実施
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

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

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。正当な理由なく学校を何日も休んだり、

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

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

11.

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

宿題の提出を頻繁に又は習慣的に怠ったり、受入学校から問題行動

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

が報告されたり、退学処分を受けたりするなど、こうした責任や義務

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

を怠ったりそれらに違反したりした場合は、プログラムは終了となり、

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、参加生及
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や所持
又は医療目的以外で麻薬を使用している人たち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

早期帰国となります。
９.

10.

38

参加生の書類審査及び配属に関する最終決定は受入国AFS事務
所が行います。ホストファミリーや受入学校、並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、及び受入国内で
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は法的義務を負わないので、別のプレースメントを提供し
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や受入学校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。参加生とホストファミリーは、体験を通して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及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又は過失が原
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
る法的責任も負いません。
参加生は、体験を通して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。しかし、参加生がホストファミリーと生活する中
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
うことを監督するものではありません。また、このAFSによるサポート
は、参加生に対してAFS及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又は
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負わず、そのような賠償請求から参加生を守る
義務を負うものでもなく、そのために弁護を行ったり、弁護費用を負
担することはないことを了承します。万一、参加生本人の故意又は過
失に基づく損害賠償請求がAFSに対してなされた場合は、保護者が
すべて責任を負担し、適正な弁護士費用を含むすべての費用を負担し
ます。

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終了
⒜ 参加生が受入国への移動中又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、外務省等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。
⒝

第８項に定めたプログラムの終了規定のほか、参加生が本参加
規程の各規定を守らなかった場合、参加生又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、又は参加生や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終了させ、本国に早期帰国させるこ

とができます。また、AFSは、参加生が受入家庭や受入学校と継
続的に問題を起こすなど新しい文化の受入環境に適応できていない
言動が一貫して見られる場合は、参加生のプログラム参加を終了さ
せ、本国に早期帰国させることができます。
参加生による自動車やエンジン付きの乗り物の運転、医療目的以
外の麻薬への関与、アルコ−ルの乱用、その他の自己又は他人を
危険にさらすような言動、違法行為は、早期帰国の対象となります。
それらの行為の情報がソーシャルメディア（例として、YouTubeな
どの動画投稿サイト、Twitterなどの簡易投稿サイト、Facebook
やInstagram, WhatsApp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。
⒞ 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終了し、
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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

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の期
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。
⒟

生及び保護者は、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

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

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及びその指定する旅行代理店が行います。

な身体的、医学的、心理的な問題が生じる、又はすでに参加生に
そのような問題が生じている、とＡＦＳが判断したとき、又は参加
生が帰国して本国で治療を継続するか、保護者のケアを受ける方

AFSは、旅行又は交通機関により生じた物的損害、人的損害及び

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
の参加を終了させ、早期帰国させることができます。

損失については、AFSに故意又は重大な過失がない限り、原則とし
て責任を負いません。

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

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

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

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に故意又は重大な過失がない限り、原則として責任を負いません。

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又は終了を含みますが、
それらに限りません。
）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取り消しや、早期帰国の原因となり得ます。
第11項及び第12項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。

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。
荷物料金（受託手荷物手数料や超過料金など）やその他、航空券
に含まれていない付随的な費用は、参加生の負担になります。

医療に関する規定
19.

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並びに帰国国際空港と自宅と
の間の旅行手続き及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、
AFSのプログラムを離脱し又は終了した参加生は、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、プログラムを離脱し又

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及び傷害保険の
制度に加入していない場合には、個人的に健康保険及び傷害保険に
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。

は終了し次第、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、プログラムを離脱し又は終了し次第、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及びAFSの指定する旅行代理店が手配した出発日及
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、参加生のプログラムへの参加
が取り消されたり、オリエンテーションなどのプログラムに関連するサ
ポートを受けられないことがあります。

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。

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、第８項⒞によりAFSプログラムを早
期終了した時、又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。

AFSの旅行医療保険は、継続的な医療を必要とする参加生に対し
て長期にわたって医療を提供することを目的としていないことを了承し
ます。そのような場合は、参加生に安全な帰国が可能と医療専門家
が判断し次第、参加生が帰国して治療を継続できるように、AFSは
必要に応じヘルスケア提供者と連携することがあります。参加生が一
旦帰国すると、AFSの保険による補償は終了し、医療費はすべて参
加生と保護者の負担になります（ただし、
「医療パンフレット」で説明
されている追加補償はこの限りではありません。）。
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、「直近の既往症及び現症」といいます。）、予防薬、予防接種、
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AFS短期派遣プログラム参加規程
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及び海外の複数のデータセ

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

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。

合には、保護者は参加生又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又はホストファミリーに直接送金しなければなり

個人情報の利用について
参加生の応募時点以降、AFSが取得する参加生及びその家族など

ません。
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。

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

AFSは、直近の既往症及び現症の状態維持・治療のための機器及び
医薬品の手配・輸送・管理などの費用を含め、直近の既往症及び現

グラム実施に必要な場合に限り利用します。

直近の既往症及び現症の状態維持に必要な機器、医薬品の手配・

範囲内でのみ保管し、AFS役職員、顧問、ボランティアがAFSプロ

症に関する費用を一切負担しません。また、AFSは状態維持又は治
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

療のための行為について責任を負いません。直近の既往症及び現症
に起因して早期帰国をしなければならない場合、参加生と付添者の

第三者に提供しません。
⑴ あらかじめ参加生と保護者の同意を得ている場合。
⑵ 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。
⑶ 参加生の生命、身体又は財産の保護に必要な場合で、参加生
及びその保護者の同意を得ることが困難な場合。
⑷ 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

航空運賃や付添者の宿泊食費や日当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。直近の既往症及び現症に関する
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又はその第三者に対し返済します。
21.

場合。

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、又はAFSプログラムを早
期終了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 ⒟ 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。

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。

⒜ 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。
⒝ 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、その他内科的又は外科的診断、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。
⒞ 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
が一旦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。
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。

ＡＦＳのデータ収集、処理、保管方法についての詳細に関しては、
AFS Intercultural Programs, Inc. の サ イ ト（http://afs.org/
terms-of-use-and-policies/）や公益財団法人AFS日本協会のサ
イト（http://www.afs.or.jp/about-afs/privacy̲policy/）の個人
情報保護のポリシーを参照してください。
23.

本参加規程は、別途参加生及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及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、責任を負いません。ただし、AFS（そ
の役職員・ボランティアを含む）に故意又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.

本参加規程の内容及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。

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。参加生及びその保護者は、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
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AFS の理念
AFS の目的
A F S 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
$)6 LV DQ LQWHUQDWLRQDO YROXQWDU\ QRQJRYHUQPHQWDO QRQSUR¿W
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。

A F S 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。

A F S 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.
$)6VHHNVWRDI¿UPIDLWKLQWKHGLJQLW\DQGZRUWKRIHYHU\KXPDQ
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
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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。

facebook.com/afsjapan
@AFSJAPAN
@afs_ japan
youtube.com/user/AFSJPN

〒105-0004

東京都港区新橋5-22-10
松岡田村町ビル７階

E-mail info@afs.or.jp
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