
 

2020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。 

2020 年春に、ウェールズの首都・カーディフにある語学学校
Celtic English Academyと提携し、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！ 

☑ 事前学習、オリエンテーションで異文化学習の質を高める 

☑ 日本人スタッフが引率するため初めての海外でも安心 

☑ 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海外の友達と異文化交流する 

☑ 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】 

2020 年 3 月 14 日（土） 

～3 月 30 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】 

2020 年 1 月 14 日（火） 

【主催・応募先】 

公益財団法人 AFS 日本協会 

 

〒105-0004 

東京都港区新橋 5-22-10 

松岡田村町ビル 7F 
 

TEL： 0570-040-555 

FAX：03-6206-1917 

Email: info@afs.or.jp 



AFS春の短期派遣プログラム実施要項 

■ プログラム期間 

2020 年 3 月 14 日（土）～ 15 日（日） 出発前オリエンテーション（都内/1 泊 2 日） 
2020 年 3 月 15 日（日）～ 29 日（日）* 現地プログラム（ウェールズ/2 週間） 

*3/29（日）現地発、3/30（月）日本着 
2020 年 7～8 月（予定） 帰国後オリエンテーション（都内/半日） 

※出発前オリエンテーションは参加必須です。現地プログラムは自己都合による出発日の変更や中途帰国はできません。 

■ ウェールズについて 

 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。街の標識などは、公用語の英語とウェールズ語

が併記されていることもよくあります。 

 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。 

■ 受入機関（語学学校）について 

① 英語研修 

  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語学学校で、ネイティヴスピーカーの講師による少人数制のきめ細やかな 

 レッスンが特長です。時期にもよりますが、200～300名ほどの留学生が学んでいます。 

      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、平日午前中に

クローズドクラス（日本人のみ）で授業を受けます。 

 「先生の講義を聞いてノートを取るだけ」というスタイ

ルではなく、ゲームやグループワーク、プレゼンテーシ

ョンなどの双方向型・参加型のレッスンが中心です。 

 

 

 

 

先生の英語はとても聞き取りやすく、私たちでも理解できるレベル、または少し背伸び

をしたらわかるレベルで話してくれたので、自分の英語力の向上を実感することができ

ました。日本にいるときよりも、積極的に発言できました！(2019年派遣生のコメント) 



② 課外アクティビティ 

    平日午後は、古城や博物館見学、スポーツスタジアムの訪問、観光など、様々な課外アクティ  

   ビティが予定されています。スケジュールによっては他国の留学生と一緒に活動することもある 

   ので、ウェールズに限らず様々な文化の人たちと交流する機会に恵まれるでしょう。 

 

 

 

 

 

■ ホームステイについて 

① ホストファミリーについて 

  ホストファミリーは、受入機関（語学学校）が委託している家庭です。どのホストファミリー    

 もブリティッシュ・カウンシル（イギリスの公的な国際文化交流機関）の規定に沿った DBS 

 チェック（犯罪歴チェック）と、同校のスタッフによる家庭訪問を毎年受けています。 

  ファミリーの形は多様で、シングルペアレント（ひとり親）や、同居する子どもがいない家庭 

 に配属されることもあります。家族構成についてのご要望は承れませんのでご了承ください。 

  出発前に、AFSを通じてファミリーの連絡先と基本情報をお知らせします。 
 

② ホームステイ形式について 

  原則として、1家庭 2名（同性の日本人派遣生とペア）での滞在です。場合によっては 1家庭  

 1名での滞在となる場合もありますが、滞在人数のご要望は承れませんのでご了承ください。 

  ※ホストファミリーと派遣生の組み合わせは受入機関が

決定します。ホストファミリーによっては、同時期に他

国からの留学生も受入れていることもありますが、出発

前にその情報をすべてお知らせすることは難しいという

ことをご了承ください。 

 

 

 

チリの留学生たちと一緒にアクティビティに参加

できたのが楽しかったです！お互いに母国語が英

語ではないので最初は意思疎通が大変でしたが、

だんだん仲良くなれました。帰国してからも連絡

を取り合っています。(2019年派遣生のコメント) 

私はチリからの留学生と一緒にホームステイしました。このプログラムに参加して、私は違

う国の人と交流できる喜びを感じました。つたない英語でも一生懸命理解しようとしてくれ

たり、私の名前を覚えたりしてくれて嬉しかったです。   （2019年派遣生のコメント） 



■ 現地プログラムスケジュール（予定） 

日付 午前 午後 宿泊 

3月 14日（土）  出発前オリエンテーション 都内ホテル 

3月 15日（日） ホテル→羽田空港へ移動 
羽田空港発（JAL便予定） 

ロンドン・ヒースロー空港着 
カーディフへ移動（バス） 

ホームステイ 

3月 16日（月） 語学学校スタッフによる 
オリエンテーション 

語学学校スタッフによる 
カーディフ市内ツアー 

ホームステイ 

3月 17日（火） 英語研修（90分×2コマ） BBC スタジオ見学 ホームステイ 

3月 18日（水） 英語研修（90分×2コマ） カーディフベイ観光 ホームステイ 

3月 19日（木） 英語研修（90分×2コマ） ボウリング＆レーザークエスト ホームステイ 

3月 20日（金） 英語研修（90分×2コマ） ウェールズ国立博物館見学 ホームステイ 

3月 21日（土） 語学学校主催の日帰り旅行（バース予定） ホームステイ 

3月 22日（日） ホストファミリーと過ごす ホームステイ 

3月 23日（月） 英語研修（90分×2コマ） カーディフ城見学 ホームステイ 

3月 24日（火） 英語研修（90分×2コマ） ロースパーク散策 ホームステイ 

3月 25日（水） 英語研修（90分×2コマ） テクニクエスト科学館見学 ホームステイ 

3月 26日（木） 英語研修（90分×2コマ） プリンシパリティ・スタジアム
見学 

ホームステイ 

3月 27日（金） 英語研修（90分×2コマ） ケルフィリー城見学 ホームステイ 

3月 28日（土） セント・ファーガンス国立歴史博物館見学 ホームステイ 

3月 29日（日） カーディフ→ロンドンへ移動
（バス） 

ロンドン・ヒースロー空港発 
（JAL便予定）  

機内泊 

3月 30日（月） 機内で過ごす 羽田空港着→点呼後解散  

※プログラム内容は、現地の天候や交通事情、受入機関の都合などにより、変更または中止になる場合もあります。 

 

   

 

 

 

 

派遣生の体験談は 

下記 QRコードから♪ 

ウェールズ国会議事堂で 

国旗を持って記念撮影！ 

ウェールズの伝統的な料理に

チャレンジ！ 
https://www.afs.or.jp/tag/junior-

high-programs/  

https://www.afs.or.jp/tag/junior-high-programs/
https://www.afs.or.jp/tag/junior-high-programs/


■ 参加費用 

① プログラム関係費 ② 旅行代金（予定） 合計（予定） 
340,000円 135,000円 475,000円 

＊書類選考通過後、第一次納入金としてプログラム関係費のうち 10万円をお支払いいただきます。 

＊語学学校から受入確定のお知らせが届いた後、残額を第二次納入金としてお支払いいただきます。 

【参加費用に含まれるもの】 

① プログラム関係費 

  出発前・滞在中・帰国後オリエンテーション参加費、出発前・滞在中のサポート経費、  

  出発前オリエンテーション後のホテル前泊費（派遣生本人のみ）、英語研修諸経費、 

  語学学校通学交通費、語学学校主催の課外アクティビティへの参加費、 

  ホームステイ滞在中実費（食費含む）、現地で貸与する携帯電話レンタル費、連絡諸経費、 

  プログラム運営・管理費、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 2019年 10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） 

【参加費用に含まれないもの】 

選考手数料（6,600円）、日本国内でかかる移動交通費、派遣生本人以外のホテル前泊費、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・国際観光旅客税・現地空港税・燃油サーチャー

ジ・航空保険料、プログラム中の個人経費（お小遣い）、海外旅行保険料（任意）など 

■ 辞退金 

① プログラム関係費 

 (a) 一次金納入後～語学学校による「受入確定のお知らせ」発行日以前：7万円 

 (b)「受入確定のお知らせ」発行日後～プログラム開始予定日の 30日前まで：16万円 

 (c) プログラム開始予定日の 30日前を過ぎた場合：20万円 

② 旅行代金 

 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。 

 



■ 応募資格 

プログラム参加時点で日本の中学校、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）2004年（平成 16年）4月 2日から 2007年（平成 19年）4月 1日までの生まれであること。 

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）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、2019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」（参照：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。 

■ 募集人数 

10名予定  ※書類審査を経て決定。ほか引率指導者 1名を予定 

■ 応募方法 

応募書類すべてをそろえて、AFS日本協会へ【簡易書留】で郵送してください。 

居住地域の公平性の観点から、事務局への直接の持ち込みは受け付けません。 

■ 応募書類 

①    AFS短期派遣プログラム（春）申込書 ※夏のプログラムと書式が異なります。 

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） 

2. あなたが最も力を注いでいること、または最も関心のあること（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」（日本語） 

 

https://www.afs.or.jp/about-afs/


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のみで結構です。 

④ 選考手数料の振込金受領証（コピー ※ネット振込の場合は振込完了画面のプリントアウト） 

  選考手数料：6,600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、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  件名：2020年春短期の選考手数料について 

  ※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。 

■ 応募書類送付先（簡易書留） 

〒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 

■ 応募締切    

2020年 1月 14日（火） 

■ 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（0570-040-555）でお問い合わせください。 

■ 選考結果の通知 

選考結果は、応募書類受領後、約 2週間で Eメールにて通知します。 

1月下旬～2月上旬に、合格者にのみ書面にて内定通知と事前課題などを送付します。 

■ 内定後の渡航手続き等について 

2月に、当協会が指定する旅行代理店より渡航案内や保険資料をお送りします。 

詳しくは、内定後にご連絡致します。 

mailto:info@afs.or.jp
http://www.afs.or.jp/


本人署名 保護者署名

事務所記入欄

保護者署名

20　　　年　　月　　日 20　　　年　　月　　日
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。

下記の内容について確認・同意していることを確認し、各項目の左の空欄に を入れてください。
欄

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（各プログラムの年齢条件を含む）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。
配属先（受入地域・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。
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。
プログラム関係費の支払期日後、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。参加規程は書類選考通過後にお渡しします。

AFS短期派遣プログラム（春）申込書

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。
※特別な食事の配慮が必要な場合、別途費用がかかります。
　□ 特になし　 □ 制約あり（具体的に記入： ）

ペットのいる家庭で生活「できない」場合、当てはまるものに を入れてください。また、
その理由を記入してください。
　□ 犬（□屋内　□屋外）理由：
　□ 猫（□屋内　□屋外）理由：
　□ その他（種類：　　　　　　　）理由：

2019年度の学校欠席日数

 日

※�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。

在 学 校 名（正式名称で記入） 学 年 

第　　　　　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

申込日現在有効な
パスポート（旅券）

□あり
□なし（これから取得予定）

国 籍
※二重国籍の場合は両方記入

ふりがな

現 住 所
〒
　　　　　　　　　　　　　　都・道
　　　　　　　　　　　　　　府・県

自宅電話番号 自宅FAX番号

本人連絡先
携帯電話番号

Ｅメールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

保護者連絡先
※必須

携帯電話番号

Ｅメールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

ふりがな 姓 名 性 別

氏 名
姓 名

男　・　女

ローマ字氏名
※パスポートと同じ表記

Family Name Given Name 生年月日

20　　年　　月　　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字以内／横書き）
　　◆分量が少なすぎる（目安：320字未満）、もしくは400字を超える場合、減点の対象となります。

２．あなたが最も力を注いでいること、または最も関心のあること（英語／５行以内）
　　◆分量が少なすぎる（目安：４行未満）、もしくは５行を超える場合、減点の対象となります。

〈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学習プログラムで
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。 
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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。

〈UNESCOオフィシャルパートナー〉

E-mail  info@afs.or.jp

@AFSJAPAN

facebook.com/afsjapan

@afs_ japan

youtube.com/user/AFSJPN

2020
2019 11 22

〒105-0004
東京都港区新橋5-22-10
松岡田村町ビル７階

2020年７月・８月
2019年12月２日～
中学３年生～高校３年生

実施時期
募集期間
対　　象

夏の短期派遣
プログラム

・マレーシア
・インド
・カナダ
・アメリカ
・イギリス・ウェールズ
・イギリス・イングランド 応 募 要 項

　 0570-040-555ナビダイヤル
（平日9:00～17:00）
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