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本日は皆さまにお話をする機会を得ましたことを大変に嬉しく存じます。私は鳥飼玖美子、今ご紹介に

預かりました AFS10 期生でございます。10 期と言いますと、先程ケネディ大統領がホワイトハウスで

演説をして AFS 生に語りかけている映像が出てきましたけれども、残念ながらそれを逃した期でござい

まして、63 年にアメリカに渡り、そしてケネディ大統領に会うのを楽しみにしていたところ、秋にケネ

ディ大統領が暗殺された、あのアメリカの危機的状況をこの目で見、そして体験したという、そういう

世代でございます。 

 

その後も私は AFS との関わりはずっと続けて参りましたけれども、先ごろご紹介にありましたように

AFS の 100 周年祝賀会に行って参りました。この AFS100 周年ですけれども、実は 1 年以上前に世界各

国の AFS リターニーの何人かに声を掛けて、準備委員会なるものができました。ところが、世界中に散

らばっているものですから、もちろん会議を開くことも難しく、最初は電話会議をやるんだと張り切っ

ていたんですが、時差の調整があまりにも大変で、結局 1～2 回試みてそのままになってしまいまして、

基本的にはフランスの AFS が中心に準備を進めました。 

 

メールで会議をしていた最初の頃、一番議論になったのが、

AFS100 周年のロゴを何にするかということだったんです

ね。もちろん専門の業者が二つ三つアイデアを出したんで

すけれども、どれにするかでメール上で大変な激論になり

ました。 

でも結局落ち着いたのは、多分皆さん、ご覧になったこと
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があると思いますけれども、あの ambulance がデザインされたロゴになったんですね。ということは

やはり、今に至るまで、先程の冒頭の AFS の歴史を辿った、あれは第一次大戦の頃からずっと追って行

ったもので、その頃のその初心というものがいまだに受け継がれているということだろうと思います。

今はもうその ambulance は無いわけですけれども、やはり準備に関わった人たち、世代を超えた AFS

の仲間たちが、やっぱりあれをロゴにしようということで最終的に纏まりました。そこには、先の二度

の世界大戦—先程も何度かご紹介がありましたようにーその世界大戦の苦い思いを振り返り、戦争が起

こらないように平和を達成するにはどうしたら良いかというところから始まって、若い人たちを留学さ

せようという、そういう団体に切り替えたわけですね。ということで、出発が ambulance であった、

そしてそれを踏まえて平和を希求するための留学団体になったということで、そして 100 年経ちました。 

 

 

 

さて、パリの記念行事ですけれども、日本からも何人かの方にはパリでお目に掛かりました。そこで盛

大な、千人以上が一同に会して座って食事を共にするという大変賑やかな祝賀会でございましたけれど

も、その時、あぁやはり AFS は凄いなぁと思いましたのは、お食事が済んだ頃になって司会者が、じゃ

これから年代別に呼び掛けるから該当者は立って下さい、ということで、1940 年代から始まって自分が

留学した年代が呼ばれると立ち上がりました。いろいろな所で次々と立ち上がり、そして一番新しいの

は 2013 年に留学した人、やはり若々しかったですね。ということで世代を超えているんだということ

が分かりました。で、もつと圧巻だったのは、じゃこれからアルファベット順に国を呼ぶから自分の国が

呼ばれたら立ち上がって、と司会者が言って、A から始まってずっと呼び上げていったんですね。もう

いつになったら JAPAN になるかと思ったくらい沢山の国がありました。あぁ、あの国からも来ていたん

だ、というそのあまりの国の多さ、AFS ってこんなにも広がっているんだという驚き。改めて感動を持

ってその場の様子を見ておりました。 
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それからその祝賀会は夜だったんですけれども、昼間はユネスコ本部でシンポジウムが開かれました。 

このシンポジウムのタイトルですけれども、“AFS Global Intercultural Education Symposium. ”

global という今流行りの言葉と Intercultural そして Education と組み合わせているんですね。そこで

シンポジウムが行われまして、中身をお話すると時間がかかりますので細部には立ち入りませんけれど

も、副題がかなり示唆に富むものだったと思います。 “Learning to Live Together—from Ideas to 

Action” つまり先程も何回も出ましたし歌も出てきたように、私たちはずっと AFS というのは“Walk 

together, Talk together ”と言って来たわけです。「共に歩もう、そして共に語り合おう」。素晴らしい

言葉だと私は大好きで大切にしている言葉なんですけれども、ユネスコで開催された AFS100 周年を記

念するシンポジウムでは、それではなくて、“Learning to Live Together” と言ったわけです。「共に生き

ることを学ぼう」。つまりこれからの 100 年を見据えているということだと思います。Live Together と

いうことは、今よく言われる言葉で言えば、多文化共生をどう達成するかということですね。共に歩ん

で共に話し合うことも大事だ、しかしグローバル化された現在、最も重要なのは、「どうやって共に生き

ていくか」。グローバル時代ってそういうことなんだ、ということを改めてシンポジウムで感じました。 

 

二番目の intercultural という言葉。これは先程からも何度もロゴが出ていますように、AFS は、最近

は American Field Service よりも、Intercultural Programs と言うんだなということは、ご存知の方

もいらっしゃるでしょうが、ちょっと AFS から離れていた方は American Field Service はどこへ行っ

たの？ Intercultural Programs ってなったの？とびっくりなさっているかもしれません。実は、AFS

国際本部は、この数年以上にわたり留学団体から異文化理解教育機関への脱皮を図ろうとしています。

私はたまたまその国際本部から依頼されまして、国際本部の中の教育諮問委員会の委員になっています。

AFS 国際本部のスタッフも入っていますけれども、委員の大半、大半と言っても 8 名くらいしかおりま

せんけれども、その人たちは殆どが異文化理解教育、そして異文化コミュニケーションの研究者です。

そういう人たちを招いて、多くがアメリカ、そしてヨーロッパ、アジアからは私一人なんですけれども、

時々集まってディスカッションをしています。異文化理解教育をどう行うかというのがテーマなんです

ね。 

 

私は2012年にウィーンで開かれた Intercultural Forum というものに招かれました。そこで初めてAFS

が、AFS だけに閉じこもっていないで、ヨーロッパの異文化理解研究機関、教育機関、或は実践家とネ

ットワークを作りながらフォーラムを開いて、そして研究しているということを知りました。翌年はイ
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タリアで同じフォーラムが開かれました。3 日か 4 日にわたって朝から晩まで、お昼や夕食を食べてい

る間も議論をするという、そういうかなり熱のこもったフォーラムなんです。そこで何が話されたかと

言うと、詰まるところ一言で言ってしまうと、留学は大事だ、でも留学さえさせれば異文化理解になる

のか、という問題意識から始まっていました。私が初めてウィーンのフォーラムに参加した時に感嘆し

たのは、そこに来ている参加者たちが、AFS もそれから欧州評議会の人も、そしてヨーロッパの異文化

教育団体の人たちも研究者も実践家も、異口同音に peace、平和、を言うんですね。先程のビデオで、

ケネディ大統領が、「あなたたちをアメリカに呼んだからといって、アメリカの友になれと言っているの

ではない、平和の友となってほしいのだ」というメッセージを発しておいででしたけれども、日本では

今、平和、というようなことはあまり聞かれないんですよね。平和について若者がとことん話すってい

うことがどれだけあるのだろうかという気がします。そのくらいヨーロッパに行きましたら、大人もそ

して若者たちも真剣に平和について語っていました。 

 

 

 

どういう観点からかと言うと、第二次大戦は日本ももちろん深く関わってしまったわけですけれども、

太平洋戦争とは別にやはり第二次世界大戦というのは、第一次も第二次も世界大戦はヨーロッパを舞台

に勃発してしまった。それをヨーロッパの人たちは忘れないんですね。我々はヨーロッパという土地で

二度も悲惨な世界大戦を起こしてしまった、この過ちを二度と繰り返してはいけない、これは口で言っ

ているだけでは駄目なんだ、何かをしなければ平和は生まれない、何かと言ったら「相互理解」だ。相

互理解 mutual understanding というのは実に響きの良い美しい言葉です。誰でもが言います。相互理

解、大事ですね。でもこれ程難しいことはないんですね。で、相互理解よりももっとこのフォーラムで

参加者たちが言っていたのが、「世界観の違い」。つまり、人というのは自分が育ってきた環境に強く影

響を受けて、それぞれが意識しないまま特定の世界観を持っているんですね。世界観という言葉の中に

は、例えば信条 belief であるとか、価値観 values であるとか、言ってみれば常識、のようなものも入

ります。日本では常識とされていることが、別の国、別の文化に行ったら常識ではないかもしれない。

しかし、そういうことをふつう人は気にしない、意識していないんですね。目に見える違いは直ぐ意識

しますから簡単です。お辞儀の仕方とか握手の仕方、ハグの仕方、どういう洋服を着るか、どういう家

に住むか、そういうことは案外難しくないんです。ところが一番難しいのは目に見えない、水面下に隠

れている、今申し上げた様々な価値観であるとか信条であるとか。 
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これをひっくるめてヨーロッパの人たちは、world views 世界観が違うという言い方をしていました。

世界観が違うとどうなるかと言うと、お互い何が違うかということを自分自身も意識していない、でも

何か腹が立つ、そんなことはないだろうと思うわけですね。そんなことはいけないことなのは常識だろ

うと、お互い思う、そこで何となく不快感が醸成されて、何かわからないけど不愉快、もうあの人とは

話したくない、というような気分になってしまう。個人間では、まぁ仕事の時はしょうがないから会う

けど、なるべく接触しないでおこう、となるか、或いは本当にいざこざが起きるか。これが国家間なら

紛争、戦争に繋がるわけです。そこで、この世界観の違いを、お互いが認め合いながら、相手に合わせ

るのでもなく、相手をこちらに合わせさせようと強引に押し付けるのでもなく、何らかの方法でお互い

が歩み寄れないか。それを相互理解と呼ぶならば、どうやったらその術を留学中に身に付けさせること

ができるか。 

 

 

 

私はアメリカで本当に楽しい一年間を過ごしました。残念だったのはケネディ大統領に会えなかったこ

とくらいで、ちょこちょこと誤解その他はありましたけれども、AFS は家庭を厳選しますから、素晴ら

しい家庭に恵まれて楽しい一年過ごしました。そして私はその時、相互理解の難しさであるとか、それ

を通して世界平和を達成するなどという大それたことは全く考えていませんでした。それを意識させる

のか、意識させないでその方向に持っていくのか、その辺が異文化教育の難しさなんですけれども、い

ろいろな意見が出ていた中で私が一つ、これは日本でも広めたいなと思ったことがあります。それは何

人かの発表者が言っていたんですけれども、留学というのは行った本人にとって利益になるだけではな

い。もちろん留学した本人は多くを学びます、大きな利益を得ます、それによって人生も変わります。

しかし実は受け入れた家庭、受け入れた学校、受け入れた学校の生徒たちもまたとない学びの機会を得

る、これを忘れてはいけない。これはもう少し日本でも強く言って受入校を増やすとか、受入家庭を増

やすというふうに結びついていったら良いのではないかというふうに考えています。 

 

100 周年記念で、Walk together, Talk together から、今度は―まだ Live Together まで行かないんで

すね―Learning to Live Together ですから、学びましょうと言っているわけで、つまりあの ambulance 

というロゴを大切にしながらも、精神は大事にしながらも、行動や実践は少しずつ変わっていくわけで

すね。そうするとこれからは一体どういうことを目指して私たちは AFS で若者を育てて行ったら良いの

だろうかということを考えざるを得ません。これは恐らく AFS の精神にも繋がると思いますけれども、
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私が AFS の 100 周年のシンポジウムを通して考え、自分なりにグローバルな人間を育てるための要素と

して考えたことなんですけれども、先ず前提として日本では、先程文科省の方のお話にもありましたよ

うに、「グローバル人材育成」ということが喫緊の課題として言われています。これは重要なことなんで

すけれども、グローバル人材育成政策に関する政府文書を仔細に読んでみますと、やはりどうしても経

済界の意向というものが色濃く出ているように感じられます。そしてグローバル人材を育成することに

よって恩恵を得るのは実業界であるということもこの文書には明記されています。ということは日本の

場合に、グローバル人材—日本以外にグローバル人材という言い方はあまりしていないような気がしま

すけれども―この「グローバル人材」という日本語が内包する意味というのは極めて実利的な、企業を

代表してグローバルに活躍する人たち、を指しているように思います。私はこれをもう少し広げて、国

連、或はユネスコが数年来言っています global citizenship「グローバルな市民性」ということを考えた

いと思っています。 

 

「グローバルな市民性」はどういうものかと言うと、今はもちろんグローバル化された世界の中で我々

は生きているわけで、日本においてもわざわざ外に出て行かなくても日本の中で内なるグローバル化が

進んでいます。いかにグローバル化が国内でも進展しているかということは、先の 3.11 東日本大震災で

よく分かりました。震災になってみて初めて東北地方に 50 を超す国から様々な文化的背景を持った人た

ちがやって来て実際に住んでそして仕事をしているということが分かったんですね。ですから避難の指

示なども英語でやっても全く間に合わない、50 か国語が必要だったことが分かりました。そのくらい日

本はもう既にグローバル化しています。ということは何も海外に目を向けるまでもなく、日本に居なが

ら私たちはグローバル市民として生きていくことをこれからは余儀なくされるし、そのように生きてい

かれる人間を育てていかなければいけないと考えています。 

 

私が勝手に考えている「グローバル市民」の条件ですけれども、先ず一つはアイデンティティ、Who am 

I? ということですね。自分が誰か？ ということをきちんと持っていなければグローバル市民にはなれ

ません。自分が誰かということをしっかり見極めている、これは日本人であることに固執するとか、狭

い意味でのナショナリズムではありません。そうではなくて、自分が何者か、を相対化できることを意

味しています。 

 

そしてその次に、これは今日配られた、60 周年／100 周年のチラシにも書いてあったと思いますけれど

も、tolerance 「寛容性」ですね。異質性に心を開くことのできる寛容性。見ただけで、なに、あの態

度、と言って排除するのではなく、ちょっと待って、もしかすると文化が違うのかもしれない、価値観

が違うのかもしれない、私の持っている常識とはちょっと違うのかもしれないあの人は、という余裕を

持って見てあげる、そして理不尽に思える態度も少し余裕を持って寛容性を持って見てあげる、それだ

けの心の広さを持っていること。そしてそれがあって初めて三番目の条件である、「他者に共感する」こ

とができる。 

他者に共感するというのは実はほとんど不可能です。誰もが自分のことは分かるけれども、自分と違う

相手がどのように感じているか、どれくらい痛いかということさえ分かりません。たぶん痛いんだろう

な、たぶん悲しいんだろうな、たぶん嬉しいんだろうなということを察するだけなんですね。しかしそ

の想像力を持って共感することができるかどうかで対人コミュニケーションはかなり違ってきます。こ

の共感をするというのを empathy と英語では言いますが、これは非常に大事な言葉だと私は思ってい

ます。 
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empathy は sympathy とは違います。sympathy というのは、あの人、可哀想ね、という同情ですね。

でもempathy はそうではないんです。そうやって可哀想ねと自分と他者を切り離して見るのではなく、

或は上から目線で気の毒に思うのではなく、本当に相手の身になって、自分だったらという、相手の身

になることができる、それを empathy と言うわけなんですけれども、これをどう育てることができる

か。これができると初めて異文化理解に繋がっていくんですね。そしてここまで、tolerance、empathy 、

異文化理解、相互理解というのは AFS 日本協会のモットーの中にも確かキーワードとして出てきたと思

いますけれども、私は独断ではありますけれども、そこに二つ付け加えたいと思っています。 

 

 

 

一つは言葉で関係を構築する能力があること、これは英語ができるとか何語ができるとかそういう問題

ではなく、それ以前の問題、母語から始まります。つまり言ってみればコミュニケーションなんですけ

れども、コミュニケーションというのは別に会話能力を指すのではない。それはあまりにも狭い定義で

すね。コミュニケーションというのはもう少し広く考えれば、人間と人間が相対した時にどうやって関

係を構築するかということに尽きると思います。そして異文化コミュニケーション研究の視点から見ま

すと、人間というのはなかなか難しい生き物でございまして、言葉と裏腹のことを考えていたりする場

合もあるものですから、人間は人を判断する時に、その人の話し方であるとか表情であるとか、場合に

よっては姿勢であるとか立ち居振る舞い、そういった非言語の要素で判断をする場合が多く、人と話を

する時に 80％は言葉ではない部分で相手を判断すると言われるくらいなんですね。だから異文化コミュ

ニケーションは難しいんです。 

 

私がアメリカに留学して初めて高校に行って 1～2 ヶ月授業を受けたでしょうか、その時に社会科の先生

に言われました。私は日本では相当のお喋りの筈だったんですけれども、通信簿に口数が多すぎると書

かれたくらいですので、日本人としては言葉を駆使する方だったんですけれども、アメリカに行ったら

やはり英語の問題もありましたし、そんなにお喋りしなかったんですね。で、先生から質問されれば、

そうですとか、違いますとか、その程度だったんですけれども、そのうち先生に言われました。「あなた

は OM だ」って言われて、「OM って何だか分かる？」って言われたから「分からない」って言ったら、

「oriental mystery。 東洋人は分かんないなぁ。何にもしゃべらないから何考えているんだかさっぱり

分からない」って言われました。そのくらい日本人は言葉にしない文化を持っています。 
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エドワード・ホール(Edward Hall)という異文化コミュニケーション研究のパイオニアとも言える学者が、

世界の文化を、high-context culture そして low-context culture と二つに分けました。「低コンテク

スト文化」low-context culture の最たるものはアメリカです。世界中から移民がやって来るので、同

じ文化的背景を共有していない人の方が多い、そうなるとどうなるかと言うと、言葉で埋めようとする、

言葉で情報を与えてお互い理解しようとする。その逆が日本です。「コンテクスト」context を共有して

いる度合いが非常に高いんです。この小さな島国で長い間、先祖伝来ずっと生きてきましたので、いろ

いろ違うとは言っても何だかんだ言いながら分かり合えるわけですね。そうするとどうなるかと言うと、

そんなことまで言っては身も蓋もない、一を聞いて十を知る、沈黙は金ということになるわけですね。

だからお喋りをすると「口数が多すぎる、注意しましょう」というふうに通信簿に書かれることになる

わけで、つまり言葉にならないところを日本文化は大事にするんです。それは日本の文化ですし、居心

地が良いです。ただ、グローバル化された世界にあっては、これは損をするんですね。何だか分からな

い、あの人、何を考えているんだか分からない、となると損をしてしまう、そして 80％が立ち居振る舞

いで判断されてしまうとなれば、言葉でそれを補わないと、日本人は理解されない。 

 

グローバル時代にあって多文化が共存していく為には、言葉を駆使して人間関係を構築するということ

に私たちはもっと意識的に努力しても良いし、これから若者をそのように育てていった方が良いのでは

ないかと思っています。これは英語のコミュニケーション能力以前に、母語でのコミュニケーション能

力から始まるというふうに考えています。 

 

そして最後に、これは私も AFS の一年で学びました。語るべきことを持つことがいかに大事か。何か言

いたいんだけど自分の意見がまとまらない。そしてあの頃は、本当にものを知らない高校生だったなと

我ながら恥ずかしいんですけれども、日本について聞かれても答えられない、充分な知識がない。そし

て何のためにアメリカに来ているかと聞かれても、アメリカ人に興味を持った、くらいしか言えなかっ

た。やはりこれからは、語るべきことを持つ、語るべきことを持って、そしてそれを使って世界に貢献

をするのがグローバル市民である、というふうに私は考えています。 

 

日本の AFS の使命ですけれども、私はこれから日本の AFS は益々役割が大きくなるだろうと思っていま

す。先程お話しましたように、日本政府は今、「グローバル人材育成戦略」ということで政府もそして民

間も必死になって教育機関も巻き込んでグローバル人材を育成しようとしています。そして先程の文部

科学省の方のお話にもありましたように、留学がその重要なポイントになっています。そこで先程の、

ヨーロッパでの話し合いを思い出すわけですけれども、単に外国に出すだけでは十分ではありません。

AFS は 60 年にわたる、長い経験の蓄積があります。留学前のオリエンテーション、留学している間のあ

の親身なアドバイス、そして帰国してからの振り返り。こういうことが全て一体化しているから、AFS

のリターニーは今、日本の各界で活躍していますし、そして世界中で活躍しているリターニーが沢山い

る。世界でも、高名な政治家であったり経済家であったり、学者の中に AFS のリターニーが沢山います。

日本も然りです。つまり単に留学したのではない、やはり相当な準備をして出かけて行って吸収すべき

ことを吸収して来た、何も分からない高校生ながらにやはり掴み取ってきたものが非常に多かった。 

 

私自身のことを申し上げて恐縮ですけれども、私が同時通訳という職業に入って行き、そしてその後、

異文化コミュニケーションという研究分野に入っていったのは、原点はやはりあの AFS の一年間だった

んですね。なぜアメリカの人たちはこんなにもよく喋るんだろう、と思いました。日本では、口数が多
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いと注意されていたほどの私が、アメリカでは全く歯が立たなかったんです。quiet と言われたのは、初

めてでした。私がおとなしい？ 静か？ びっくりしました。でも、私だったら一言で済むようなこと

をアメリカの高校生たちは微に入り細にわたって倍、3 倍、4 倍も話をしました。そういう中に入ってい

って話すことの難しさ。その時は、異文化コミュニケーションという言葉は全く知りませんでしたけれ

ども、後に異文化コミュニケーションという学問分野を知った時に、こういうことだったんだ、と分か

り、そこから私の研究が始まっていくわけです。つまり私がここで何を申し上げたかったかと言います

と、AFS でのあの高校時代のわずか 1 年、これが私の人生を決めているんですね。 

 

これは実は私の同期生、10 期生が昨年でしたか、帰国 50 周年記念と

いうことで羽田から飛び立ったその同じ日に、羽田でリユニオンを開

きました。そのリユニオンの時に皆さんにお願いをして、一年間の AFS

体験について、自分は何を得たかということをアンケートに書いてい

ただきました。それが、あまりにも中身が素晴らしいので、AFS 日本

協会に保管していただいていますけれども、受けた影響のあり方は違

いますけれども、ほとんどの方が生涯にわたるような影響を受けてい

るということを知りました。ですから、スティーブン・ガラッティさんをはじめとして、あの ambulance 

driver たちが、今後二度と戦争を起こさないように、平和を築くために若い人を教育しようと考えて留

学機関に切り替えたことは、大きな花を開いているということを、総体として世界中に大きな花が開い

ている、という思いをパリでも感じました。そして今日も、お集まりになった方々のお顔を拝見しなが

ら、そのような思いを強くしております。 

 

これからも AFS 日本協会は力強く歩んでいくでしょうし、AFS は世界的にも重要な役割りを果たしてい

くと思います。皆さん方が、それぞれの立場で、これからも AFS 日本協会、そして世界の AFS のために、

ご尽力を賜りたいと、私も頑張りますからということで、お願いをして、本日の講演を締めくらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

 

※この映像は、KOKO 基金のご支援より撮影されました 

http://www.afs.or.jp/about-afs/afs-archives/
http://www.youtube.com/watch?v=J-QXJXs6SsU

