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2019年春 2週間 
イギリス (ウェールズ) 
ホームステイプログラム 
～自然豊かなカーディフの街で異文化体験を楽しもう！～ 

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。 

2019年春に、ウェールズの首都・カーディフにメインセンターを持つ語学学校
「Celtic English Academy」協力のもと、中学 1年生～中学 3年生を
対象としたホームステイプログラムを実施します。 

＜プログラムのポイント！＞ 

☑ 事前・事後学習、オリエンテーションで異文化体験の質を高める 

☑ 週 15時間の少人数制英語研修で、「聞く」「話す」力を磨く 

☑ 課外アクティビティを通じて、他国の生徒たちと異文化交流する 

☑ 2週間のホームステイで、「第二の家族」ができる 

  

 
 

 

 

＜プログラム期間＞ 
2019年 3月 16日（土）

～4月 1日（月） 

 

＜募集対象＞ 
中学 1年生～ 
中学 3年生 

 

＜参加費用＞ 
475,000円 

 

＜応募締切＞ 
2019年 1月 31日（木） 

 ＜主催・応募先＞ 
公益財団法人 AFS日本協会 

短期派遣（春休み）担当係 
 

〒105-0004 
東京都港区新橋 5-22-10 

松岡田村町ビル 7F 

TEL： 03-6206-1913 
FAX：03-6206-1917 
Email: info@afs.or.jp 
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＜AFS春休み短期派遣プログラム実施要項＞ 

■ 実施期間 

1.  2019年 3月 16日（土）～ 17日（日） 出発前オリエンテーション（1泊 2日）*都内ホテル 
2.  2019年 3月 17日（日）～ 31日（日） カーディフ研修（2週間）*4/1（月）日本着 
3. 2019年 9月（予定） 帰国後交流会（任意参加） 

 

■ 派遣先について 

ウェールズは、イギリス（連合王国）を構成する国のひとつです。首都のカーディフは、中世の古城があり、落ち着

いた雰囲気の海岸都市で、イギリスの中でも比較的物価が安く、治安が良い街として知られています。 

語学研修を受ける「Celtic English Academy（ケルティック・イングリッシュ・アカデミー）」は、ウェールズの首

都カーディフにある学校です。少人数制のきめ細やかなレッスンが特長で、今回 AFS から派遣される 10名の生

徒は、到着後のレベルチェックにより 2 クラスに分かれて授業を受ける予定です。 

皆さんと同時期に、タイから同年代の生徒が入学するほか、語学学校には世界中から生徒が集まるため、ウェー

ルズに限らず様々な文化の人たちとコミュニケーションする機会に恵まれるでしょう。 

■ プログラムスケジュール（予定） 

月 火 水 木 金 土 日 
     3/16 

オリエンテーシ
ョン（東京） 
＜ホテル泊＞ 

3/17 
日本発→ 
カーディフ着 
ホームステイ 

3/18 
入学式 
市内ツアー 

3/19 
語学研修 
博物館見学 

3/20 
語学研修 
市内観光 

3/21 
語学研修 
課外活動 

3/22 
語学研修 
課外活動 

3/23 
ロンドン観光 
 

3/24 
ホストファミリ
ーと過ごす 

ホームステイ 
3/25 
語学研修 
お城見学 

3/26 
語学研修 
日帰り遠足 

3/27 
語学研修 
課外活動 

3/28 
語学研修 
市内観光 

3/29 
語学研修 
お城見学 

3/30 
お土産購入 
荷造り 

3/31 
カーディフ発 
→日本着
（翌 4/1） ホームステイ 



p. 3 

 

■ 派遣人数 

10名予定  ※書類審査を経て派遣生決定。ほか引率指導者 1名を予定 

 

■ 応募資格 

プログラム参加時（2019年 3月）に、学校教育法に定める日本の中学校、中高一貫校の中等部もしくは中等

教育学校の第 1学年から第 3学年に在籍し、次の項目をすべて満たしていること。 

①   2003年（平成 15年）4月 2日から 2006年（平成 18年）4月 1日までの生まれであること。 

②   イギリスに渡航可能な旅券を有するか、取得予定であること。 

③   異文化体験に対する興味と意欲をもち、心身ともに健康で派遣先での生活に適応できる資質があること。ま

た、学校の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。 

④   「AFS の理念」（https://www.afs.or.jp/about-afs/ ）に賛同し、受入国との相互理解に寄与する

とともに、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   事前・事後学習に積極的に取り組み、出発前オリエンテーション（3月 16日～3月 17日・東京）および

派遣先でのプログラムの全行程に参加できること。 

 

■ 選考（書類選考のみ） 

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。 

 

■ 選考結果の通知 

選考結果は、応募書類送付後約 2週間で E メールにて通知します。その後、合格者にのみ、2月上旬に書面に

て内定通知と事前課題を送付します。 

 

 

https://www.afs.or.jp/about-afs/
http://www.afs.or.jp/
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■ 参加費用 

① プログラム関係費 ② 旅行代金（予定） 合計（予定） 
300,000円 175,000円 475,000円 

 

＜参加費用に含まれるもの＞ 

① 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）、ホームステイ滞在中実費、食費、語学学校主催の

課外アクティビティへの参加費、受入国到着空港と語学学校、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 

② 旅行代金 

・エコノミークラス往復航空運賃 

（代金は 2018年 11月 1日現在の見積もり額です。事前の通知なしに変更される場合があります） 

＜各費用に含まれないもの＞ 

選考手数料（6,480円）、自宅～出発前オリエンテーション会場～発着空港集合解散地点までの交通

費、派遣生以外のオリエンテーション会場（ホテル）宿泊費、旅券印紙代（11,000円）、外国籍の方

など追加の渡航手続きが必要な場合の費用、アレルギー等特別な配慮が必要な場合の食費、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、出発前オリエンテーション・現地研修中の個

人経費（お小遣いなど）、海外旅行保険料（任意）など 
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■ 応募方法 

以下①～③の書類を、AFS日本協会へ＜簡易書留＞で郵送してください（p.1参照）。 

①  AFS短期派遣プログラム申込書 

②  応募課題（所定のフォーム） 

     全課題について、必ず応募者本人が黒ボールペンでご記入ください（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） 

2. 未来のホストファミリーへのメッセージ（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」および自分が「現地で出会った人にしてあ

げたいこと」 

③  英語能力証明書（コピー） 

実用英語技能検定や GTEC、TOEICなどの資格・スコアを保有している方は添付してください。 

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 口座番号：0610767 加入者名：AFS プログラム口座 

     ※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（2018年春短期の選考手数料）、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。 

 

■ 応募締切        2019年 1月 31日（木）必着 

mailto:info@afs.or.jp


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。

プログラム参加にあたっての制約について

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。

本人署名
年　　月　　日 年　　月　　日

保護者署名

保護者署名

AFSのプログラムに参加するにあたり、AFSの理念をよく理解し、参加生自らが進んで学び、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すべ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（一家庭に配属される生徒の人数・国籍など）は希望できないことを理解しています。
書類選考通過後、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。参加規程は書類選考通過後にお渡しします。

①通常の生活を送るうえで、身体的制約や障害、またはアレルギーがありますか？
　□ いいえ
　□ はい

　「はい」の場合は詳しく説明してください。　※何らかの制約がある場合、内定後に追加書類のご提出をお願いする場合があります。

②通常の生活を送るうえで、食事制限（アレルギーなど）がありますか？
　□ いいえ
　□ はい

　「はい」の場合は詳しく説明してください。　※プログラム期間中、特別な食事の配慮が必要な場合、別途費用がかかります。

AFS短期派遣プログラム申込書
ふりがな 性　別 生年月日

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

（西暦）　　　年　　月　　日生

第　　　　学年

事務所記入欄

男 ・ 女

ふりがな

氏　名

現住所  〒

ふりがな

在学校名  ※正式名称で記入してください。

保有している英語のスコアや級： □ あり（具体的に記入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 □ なし

在学校TEL：（　　　　）　　　　― 在学校FAX：（　　　　）　　　　―

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）

※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。

2018年度の学校欠席日数
日

□
□
□
□
□

□



※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へのメッセージ（英語）

◆自己紹介、自己PRを含めてください。

◆内定後、事前課題のひとつとして、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、ホストファミリーなど多くの人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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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AFS短期派遣プログラム参加規程

参考資料
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