
北神奈川支部では 3 月

と 7 月に留学説明会を開

催しています。7 月の留学

説明会では帰国したばか

りの派遣生のホットな帰

国報告が好評です。 

歓送会や歓迎会では、派遣

生、支部員が持ち寄りで、ポ

トラックパーティーを開催

します。時には受け入れ生

が、自国の自慢料理を紹介し

てくれます。 

９月 14 日（水）、カリタス

小学校のご厚意により、小学

４年生の英語の授業に、ケン

ジ、ビリー、カミラが参加さ

せて戴きました。チリの母国

語がスペイン語であること、

また、全く日本語を話すこと

のできなかった３人が、半年

で、日本の高校生のようになることなど、小学生のみなさ

んにとって、新しい発見、驚きがたくさんあったようです。

身近に留学を感じとって戴けたと思います。レッスンの

後、一緒にお弁当を食べ、休み時間には、走り回って遊ん

だりと、楽しい国際交流ができました。 

冬出発が 3 名、夏出発が 12 名。歓送

迎会で受け入れ生たちの多彩な発表を見

て、「一芸」必要！と口々に。コミュニケ

ーションツールの大切さに気付きまし

た。しっかり準備して出発できたかな？ 

  

A.T.（チリ）、A.I.、T.N.、A.H.、R.M.（アメリカ）、M.O.、G.C.（イタリア）、K.I.、Y.O.（スイス）、M.I.（オランダ）、B.R.（ノルウェー）、 

Y.I.（フランス）、H.T.、R.T.（ドイツ）、M.S.（ブラジル） （順不同）

2016 年活動報告 

1 月 春組生帰国前、秋組生中間オリエンテーション、派遣生保護者会、

歓送会、63 期冬組派遣生壮行会 

2 月 2015 春組生帰国見送り 

2015 秋組生（カタリーナ、カイ、ラケル）美しが丘西小学校訪問 

3 月  

留学説明会 

4 月 春組生到着１カ月オリエンテーショ

ン春組ホストファミリーの会、歓迎

会、支部総会 

5 月 秋組生異地域交換プログラム参加（米沢支部へ） 

6 月 秋組生帰国前オリエンテーション、歓送会 

7 月 秋組生帰国見送り 

留学説明会、62 期帰国報告会 

63 期夏組派遣生壮行会 

8 月 春組生英語サマーキャンプ参加 

（厚木市立七沢自然ふれあいセンター） 

春組生フジサマーキャンプ参加 

（国立中央青少年交流の家） 

春組生国際子どもフェスタ参加 

9 月 春組生カリタス小学校訪問 

秋組生到着 1 カ月、春組生 

中間オリエンテーション、歓迎会、 

秋組ホストファミリーの会 

10 月 春組生異地域交換プログラム参加 

（富士山支部へ） 

秋組生郵政ペンフレンドクラブ会員交流行事参加 
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みんなで見送り 

歓迎会で異文化発見ゲーム 

北神奈川支部のメンバー、秋組留学生を迎えて 

春組生歓迎会 

ホストシスターと空手を披露するラケル カタリーナとホストシスターのカップソング 

代々木オリンピックセンター

でお迎え「はじめまして」 



カミラは南米、チリ出身の 16 歳

です。カリタス女子高等学校に通っ

ています。世界中を旅してみたいと

いう気持ち、特に東アジアに興味を

持ったことから日本に派遣されるこ

とを希望しました。すでに半年を終

えましたが、日本語が思い通りに上

達できないと不満をつのらせる以外

は、「日本は予想通りのいい国だ！」

と滞在を楽しんでいます。高校では

バスケ部で頑張っています。ちょっ

とシャイな頑張り屋さんです。 

 

 

 

タイのチェンマイから来ました。17 歳です。ケンジです。 

支部のイベントでは、タイ料理を作ってきてくれたり、

プレゼンテーションはもちろんのこと、歌や司会も上

手で、いつも自然に場を楽しく盛り上げてくれていま

す。相模原中等教

育学校に通ってい

ます。中国語の次

に日本語を勉強し

ているから漢字が

わかり、おまけに

熱心に勉強するの

で、日本語の上達

も早い！将来はタ

イ語や日本語の先

生になりたいと思

っています。 

 

ニュージーランドから来

たビリーです。クライストチ

ャーチ出身の 16 歳、大和西

高校の 2 年生です。体育祭や

文化祭など日本の学校行事

を楽しんでいます。日本文化

にも興味があり、浴衣も 1人

で着れるようになりました。 

 

 

 

ドイツの北の港町、ハンブルグからやってきました

セドリックです。考えることが一番好き。将来は祖父の

ような生物学の研究者になることが夢。また大好きな

クッキングでリラックスしたり、バイオリンを弾いた

りと多才な高校生です。 

アニメはもちろんのこ

と、歴史がありながらも

先進技術に進んでいる

日本にとっても興味が

あります。元石川高校に

通っています。一年間ど

うぞよろしくお願いし

ます。 

ノラです。香港から来た 16

歳。大学生のお兄さんも AFS

の派遣生として日本に滞在し

たことがある親日家族の一員

です。日本のアニメが好きで、

「銀魂」の大ファン。大好物の

日本食は豚骨ラーメンです。

おいしいラーメン店があった

ら教えてほしいそうです。ホスト

スクールの森村学園では剣道部に所属。ダンスやバレエにも関

心があり、日本でバレエ教室にも通う予定。やりたいことが一

杯の意欲的な女の子です。 

 

スウェーデンか

ら来たユリです。部

活はイラスト部に

入りました。日本で

いろいろなことを

体験したいと思っ

ています。ワサビが

大好きです。大和西

高校の 1 年生です。

日本語の勉強をがん

ばります。

 

誰のことも知らない異文化の世界に飛び込むことはとてもドキドキすることです。

しかしそこに一生懸命馴染んでいこうとする中で人は大きく成長できます。アメリカ

オレゴン州での生活の中で私は様々な人に支えられ、現地の人に加え何人もの留学生

に出会い、世界の様々な人の「生き方」を知ることができました。この経験を通して

私は自分や自分の将来についての考えも変わり、留学は大きな人生の転機となりまし

た。今では私は世界中に頼れる人達がいます。何かあったら国境を越えて助け合える

仲間がいることは留学前には想像もできなかったことであり、同時に私がこの 1 年

で得たものの中でとても大切なことのひとつです。高校生という柔軟な時にこそより

多くの人に異文化を体験し自分を確立して世界中の人とのつながりをつくってきて

ほしいと思っています！（K.N. 62 期 アメリカ）

 

 

62 期イタリア組の S.K.です。今年の 7 月、無事帰国しました。留学先では

留学中の 2 人の息子のいる家族と一年間を過ごしました。他にもタイ人の受け

入れをしていた家族、シチリアに行ったときに私を受け入てくれた二家族…た

くさんの家族と交流を持つことができました。長い歴史を持ちその中で様々な

文化を受け入れてきたイタリアが留学先であったからこそできた、素敵な出会

いでした。また、日本を外からの視点で俯瞰できたため、日本文化への興味が

わくようになりました。日本の素晴らしさは何か、それをどのように生かして

いくべきなのか…帰国した今も日本をもっと知りたいという気持ちが強く残

っています。今後、このテーマを考えていくとともに、多くの人の留学のきっ

かけになるよう活動していきたいです。（S.K. 62 期イタリア）

 

ウェルカムファミリーの T 様と 

 

ホストファミリーの B 様と 

ホストファミリーの I様と 

Newport（オレゴン州）に 

きていた留学生たちと 

ホストブラザーと将棋 

ホストファミリーの O様と 

ホストファミリーの N 様と 

ホストファミリーの H 様と 

自治会の消防訓練にホストシスターと参加しました。 

AED の訓練は何度もしてきましたが、消火器は日本で初めて使いました。 

ホストファミリーと 

ホストファミリーの C 様と 

 

 

 

 

 

 

 

ウェルカムファミリーのM 様と 

 



 

スウェーデ

ンのチュア、ド

イツのマリオス

（ 2014.3 ～

2015.2）が日

本に帰ってきま

した！マリオス

の LP からの報

告です。 

チュアは早く

も二回目、マリ

オスは念願かな

っての里帰り？となりました。二人とも、日本恋しさに、

バイトをしながらお金を貯め、旅費を捻出したそうです。 

チュアは、和食のお店でバイトし、着物で仕事をするこ

とにも慣れ、仕草は、日本人そのものでした。2014 年の

留学期間中は、支部行事で、自己紹介するのも緊張してい

たチュアですが、帰国後、スウェーデンで行われた日本語

のスピーチコンテストに参加し、準優勝を修めるなど、嬉

しい報告がたくさんありました。来年４月からは、日本語

を学ぶため、また、日本に帰ってきてくれるとのこと。楽

しみに待っています。 

マリオスは、留学中も、多くのお友達に恵まれ、今回も、

最初の一週間は、お友達のお宅にお世話になりました。ホ

ストマザーの岩瀬さんのことは、「お友達」で、何でも話し、

おしゃべりすることがとても楽しい

ようです。ファッションに興味があ

り、原宿が大好きで、今回の来日中も

何回も通ったそうですが、ファッショ

ンを仕事にすることの難しさを語る

様子は、とても大人びて見えました。

奨学金で日本の大学で学びたい希望

を持ちつつ、これからもいろんなこと

に挑戦していこうとする姿は、頼もし

く感じました。 

  

日本次世代リーダー養成塾

（7/24～8/6＠福岡県）に参加し

ました。日本人と他のアジア人と

友達になれて、色々な世界の問題

を気が付かされて、素晴らしい講

義が聞けました。もっ

と良い将来のために

皆と一緒に議論を出

来て、楽しくて、本当

に良かったです。 

 

 

5/21〜29、山形県米沢市をカイとカディが訪問。初夏

の東北を体験、満喫して帰ってきました。10/12〜20、

富士山支部のアリーサ(フィンランド)、ミリカ(オーストラ

リア)、ペパー(タイ)が北神奈川支部にやって来て、ホーム

ステイをしながら日本女子大学附属高校に通いました。ほ

ぼ同時期にケンジ、ビリー、カ

ミラも富士山支部を訪問し、加

藤学園暁秀高校に通学しまし

た。 いつもと異なる環境で、

新しい出会いのも

と様々な経験をし

て、どの生徒もひ

とまわり成長して

帰ってきました。

受入校、受入家庭

の皆様、ありがと

うございました。 

 

 

 海外からの高校生を、家族の一員としてご家庭に

迎え入れていただけませんか？ 

 堪能な語学力や立派なお宅はホストファミリーの

条件ではありません。違う言葉や生活習慣に興味を

持ち、お互いに理解しようと歩み寄る、そんな体験を

通して「公平で平和な世界をめざす」AFS 精神に共

感くださる気持ちが第一です。食事と布団は無償で

提供をお願いします。医療費と学校関係費用は AFS 

が、お小遣いは本人が負担します。 

 

 支部の活動は、支部会費と皆さまからのご寄附で支えら

れています。使途の内訳は留学生や派遣生との交流行事、

会場費、留学生の交通費などです。年会費は 3,000 円で

す。 

また、留学生の活動を広げるための寄附も募っています

（寄附は所得税の優遇措置の対象となります）。 

皆様からの温かいご支援を賜りますようお願い致します。 

  振込先：ゆうちょ銀行 00140-2-448875 

  口座名義：公益財団法人 AFS 日本協会北神奈川支部

公益財団法人 AFS 日本協会 

TEL: 03-6206-1915  

URL: http://www.afs.or.jp 

 

AFS 日本協会北神奈川支部 

TEL: 070-1501-4584  

E-mail: info-kitakanagawa@afs.or.jp 

左から：カイ・カディと 

クリスティーナ(東京支部) 

左から：アリーサ・ミリカ 

ペパー(富士山支部) 

 

 


