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2018 年活動報告
1月
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3月
4月

文部科学省補助事業プログラム
でメキシコから来た留学生のカミ
ラが 10/6～11/4 まで北神奈川支
部に滞在し、カリタス女子高校に通
いました。わずか 1 カ月の滞在でし
たが、町が安全で自由に歩き回れる
ことをとても楽しんでいました。

11/8、12/7、北神奈川支
部の 6 人の留学生は、青葉区
の美しが丘西小学校を訪問
し、国際交流授業に参加しま
した。2、3 年生の子供たちと
英語、イタリア語、タイ語、ス
ペイン語、ドイツ語を使って
挨拶したり遊んだり、大活躍。
給食を教室で食べて、小学生
におおもての一日でした。

2017 春組生帰国前、秋組生中間オリエンテーション、
歓送会、65 期冬組派遣生壮行会、派遣生保護者会、
支部総会
春組生帰国見送り
2017 秋組生
（フランシスコ、トム）
広島平和学習旅行

留学説明会
春組生到着 1 週間オリエンテーション
春組生 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

6月

秋組生異地域交換プログラム参加（米沢へ）
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、64 期帰国報告会、65 期夏組派遣生壮行会
春組生しのばランド（相模原市藤野）ボランティア参加
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

8月

9月

秋組生到着 1 週間オリエンテーション
秋組生 1 カ月、春組生中間オリエンテーション、
秋組ホストファミリーの会、歓迎会

11/14、春組留学生歓送会の場を借りて冬組の壮行会
が、7/16、64 期帰国報告会の場を借りて夏組の壮行会
が行われ、大勢の前で、そ
れぞれが留学に向けての
抱負を語りました。
M.I.、Y.O.、N.H.、U.F.、
T.F.、M.M.（アメリカ）
、
K.H.（イタリア）、S.H.、
B.G.、R.S.（コスタリカ）
、
M.M.（チェコ）、R.T.（パ
ナマ）、Y.K.、M.U.（ブラ
ジル）、K.I.（ポルトガル）
（順不同）

10 月

MEXT 生（カミラ）受入れ
異地域交換プログラムで
栃木支部より 4 名受入れ
日本民家園遠足

11 月

国際交流授業（美しが丘西小学校）
春組生、秋組生秋のつどい（神奈川支部主催）参加
春組生異地域交換プログラム参加（栃木支部へ）
国際交流授業（美しが丘西小学校）

12 月

ドイツの北部の街ハンブルグか
ら来ましたジョニーです。
ロボットのプログラミング
したり、ピアノを弾いたり多趣
味な高校生です。森村学園では
科学部に所属しています。日本
の歴史や文化にとても興味を持
っています。どうぞよろしく！

カナダのケベック州から来ましたアリアンです。
18 歳です。カリタス女子高校に通っています。アルバ
イトをしてお小遣いを貯め、この留学を実現させてやって
きました。動物が大好きで、ホストファミリーには猫が 8
匹（!?）もいるので、癒されています。積極的に友達をつ
くって、日本語も目覚ましく上達中です。

スペインのバレンシア
から来た 17 歳、カル
ロスです。
厚木高校の 1 年生
です。音楽部に入っ
て得意のピアノで伴
奏を担当していま
す。日本のアニメ
やマンガが大好
き。日本語をマスター
して文化を学び新しい
家族をつくることが留
学の目的です。誰とで
もすぐ仲良くなれる人
懐こい性格です。

タイから来たニーンです。
桐光学園高等学校の１年生で
す。
来日前から日本の文化にと
ても興味があり、学校では茶
道部、空手部、陶芸部に所属
し、稽古に励んでいます。文
化祭では茶道部のお茶席で半
東（はんとう）という補佐役
を立派に務めました。

イタリア、ナポリの近
く、ピザが美味しいカザ
プッラという町から来
たアレです。
大和西高校の 2 年生
です。ESS と国際交流
クラブに入っています。
好きなことは、エッセイ
を書くこと。日本でいろいろ
な経験ができることが楽しみ
です。

フィリピンでの 10 カ月の体験で、どれが 1 番だったかと聞かれても選べない。フィリピンという国だからこそ体
験できたこともあった。その 1 つは、アウトリーチ（奉仕活動の 1 種）である。学校の先生がアウトリーチに参加
しないかと誘ってくださり参加した。都市部から乗合バスで約 1 時間、そ
こから約 2 時間山登りをして山奥の公立小学校に着いた。そこで地元の小
学生と交流し、ゲームを通して様々なものを景品として寄付した。フィリピ
ンでは、私たちが何気なく使っている歯磨き粉などの生活用品ですら手に
入れるのが難しい人々が沢山いる。私が行ったところはまさにそのような
場所の 1 つだった。私たちの日常は当たり前のことではない。そして世界
には貧しくて困っている人はたくさんいる。留学を通して、世界問題やその
国の問題を実感した。この経験を生かし、今何が私にできるかを考え取り組
んで行きたいと思った。
（C.M. 64 期フィリピン）

タイから来たミッキーです。
通っている厚木高校では、大輝
（タイキ）と呼ばれています。
とても頑張り屋で思いやりのあ
る 17 歳の男の子です。最近、コ
ンタクトレンズに変えて、ちょっ
と大人っぽくなりました。

私の一年間の留学経験は人生で一番充実していた期間です。世界中の人々
と関わり、対話を行うことで得られるものは学校教育では得ることのできな
いものです。日本語を介して学ぶ他国の文化はその国の言語で学ぶものより
現実さに欠けています。アメリカにあるお寿司のようなものです。現地に赴
いて何かしらの差異に気づけるのは貴重な経験となります。高校生活の一年
間を留学という結果不確かなものに投資するには大きな勇気と決断が必要か
もしれません。しかし、留学に失敗はありません。異国の地で見たもの、感
じたこと全てが自分の宝物となって自分に蓄積されます。こうして得られた
ものは自分の大きなモチベーションとなり今後の人生をより豊かにしてくれ
るもののように感じます。是非皆さんも、異国の地での生活という非日常さ
を求めて留学してみてください。（R.H. 64 期アメリカ）

夏休みに、春組生（ミッキー（大
輝）、ニーン、アリアン）が相模原市
藤野で、ボランティアに参加。福島
の子供たちを自然の中で存分に遊
ばせてあげようというプログラム
に、3 人は全力で取り組みました。

北神奈川支部では、毎年
春と秋に異地域交換プロ
グラムを行っています。6
月にはビア、トム、フラン
が山形県米沢市を、11 月
にはアリアン、ニーン、ミ
ッキーが栃木県宇都宮市
を訪問し、貴重な経験をし
てきました。10 月には栃
木支部のリルー（フランス）、アイス（タイ）
、ディアナ（ド
イツ）
、アンジェラ（アメリカ）が、支部内にホームステイ
をしながら神奈川総合産業高校に通学しました。普段とは
違う環境で、新しい出会いを通して、どの生徒もひとまわ
り大きく成長することができました。受入校、受入家庭の
皆様には心よりお礼申し上げます。
2014 年の留学生マリオスが今
回は AFS のインターンシップで
再々来日しました。当時から自分
をしっかり持った少年でしたが、
そこにおおらかさと広い視野が加
わった気がしました。人としての
成長期に、世界を見てきた彼がこ
の先どんな大人になっていくのか、
とても楽しみです。

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。

公益財団法人 AFS 日本協会
TEL: 03-6206-1915
URL: http://www.afs.or.jp

スイスからの留学
生リビオが 3 年ぶり
に里帰りしてきてく
れました。帰国後、日
本での留学体験が自
分にとってどれだけ
貴重なものだったか
ということを直接伝
えたいと日本を訪ねてきてくれました。突然の訪問で宿を
貸すだけでしたが、たくさん日本語でお喋りし彼の精神的
成長を感じた日々でした。
4 年ぶりにレインが帰って
来ました。最初は日本語が出
てこなかったけど、すぐにペ
ラペラに戻りました。相模原
中等の友達や先生、AFS の学
生とも会いました。家では、留
学していた時のように、一緒
に餃子やラザニアを作りまし
た。この秋からはイギリスの
大学院に進学予定です。

支部の活動は、支部会費と皆さまからのご寄付で支えら
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、留学生の学校用品や交通費などです。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付も
募っています（寄付は所得税の免税措置が受けられます）
。
皆さま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

AFS 日本協会北神奈川支部
TEL: 070-1501-4584
E-mail: info-kitakanagawa@afs.or.jp

