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

NO.1 3 72 0 1 3

ANNUAL  REPORT  2012

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 7F
T E L   0 3 - 6 2 0 6 - 1 9 1 1
E-mail i n f o @ a f s . o r . j p

F A X   0 3 - 3 5 0 7 - 4 3 0 0

公益財団法人 ＡＦＳ日本協会

キズナ強化プロジェクト（短期）の参加生



　AFS は、日本を含む世界 50 数ヵ国で活動する独立した組織の集

合体であり、一年おきに持ち回りで開催される世界会議で共通のビ

ジョンや活動の方向性を確認しています。2008 年の世界会議では、

2020 年に向けて『AFS Vision 2020』が提言され、各国組織はこ

のビジョンを基盤として「質を伴う、持続可能な成長」をスローガ

ンに、「年間 3～ 5% 成長の実現」など 9 つの具体的な目標を達成

するべく、事業運営を行っています。

　AFSは「財務状況（Finance）」、「成長（Growth）」、「質（Quality）」

の 3 つの柱で組織の健全度の評価を行っていますが、この中で AFS

日本協会が各国から非常に高い評価を得ている

のが、「質」の部分です。AFS では各国のプロ

グラムの「質」を参加者の「満足度」で評価し

ていますが、全参加者を対象にした調査による

と、日本に滞在する受入生の満足度は 98％、受

入生保護者は 99%と、世界平均の 91%を大き

く上回っています。その高い信頼と日本文化人

気から、毎年日本に留学したいと希望する世界

の高校生は後を絶たず、定員枠を増やしてほし

いと交渉を受けることも少なくない状況です。

　一方で、ホストファミリーの満足度は 65％

と世界平均の 75% を下回っていることが、日

本協会の課題となっています。この評価には、

おもてなし文化や、言葉にしなくても察してほ

しいと考える日本独特の考え方も影響している

と考えられていることから、ホストファミリーオリエンテーション

の見直しや、異文化理解教育（Intercultural Learning ／ ICL）の

考え方を取り入れることが検討されています。

　AFS 日本協会では、これからもプログラムに関わる幅広い人々に

喜びと感動を与え、さらに質の高いプログラムを運営できるよう努

めてまいりますので、引き続き皆様のご支援とご協力をどうぞよろ

しくお願い申し上げます。

公益財団法人AFS日本協会

　我々は AFS が担うミッションの遂行のため、より多くの若者と家

族、その他の関係者、そしてさらに幅広い人々を対象に、質の高い

異文化学習の機会を提供し、それにより異文化間の架け橋となるこ

とを志す人々をはぐくみ、地球市民からなる包括的なコミュニティ

の構築を目指します。

　我々のプログラムの核となるのは、実生活における経験に基づき、

かつ体系的内省に支えられた学習です。我々は異文化学習の機会と、

人類が直面する重大な地球規模問題とのリンク確立を目指します。

我々はメディアと先端技術を駆使し、過去・現在・未来のAFS参加者、

ボランティア・スタッフ、そしてその他の関係者によるネットワー

クを組織します。

　我々 AFS はボランティア組織であり、ボランティア精神から成立

しています。我々の組織は生活に変革をもたらすものです。その変

革とは、ボランティアから成る地球規模のコミュニティによる、コ

ミュニティ自身のための変革です。

　我々の組織は、学校機関および関係当局によって教育組織として

認知されており、我々はそれに基づき、AFS のプログラムをサポー

トする規制環境の形成を目指します。

　学習組織（ラーニング・オーガニゼーション）として、我々は変

化とともに批判的思考を積極的に受け入れます。必要に応じて他者

と協力し合い、革新的かつ起業家的な精神に基づいて戦略的方向を

模索し、それを推進してゆきます。
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 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の目的

AFS is  an  in ternat iona l ,vo luntary ,non-
govemmental,non-profit organization that pro-
vides intercultural learning opportunities to 
help people develop the knowledge, skills and 
understanding needed to create a more just 
and peaceful world.

AFS Statement of Purpose

 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

AFSの基本的価値観と立場

AFS enables people to act as responsible 
global citizens working for peace and under-
standing 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 dis-
tinction as to race, sex, language, religion or 
social status.
AFS activities are based on our core values of 
dignity, respect for differences, harmony, sensi-
tivity and tolerance.

The Core Values and
Attributes of AFS

-Adopted at the 1993 World Congress
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AFS日本協会の事業
　AFS日本協会の事業は、日本の高校生を海外に派遣する「派

遣事業」と、海外の高校生を日本に受け入れる「受入事業」の2

本柱で成り立っています。ともにメインプログラムは1学年間の

交換留学プログラムで、参加生はホームステイをしながら地域

社会の一員として生活することで、ホストファミリーや地域ボ

ランティアは彼らをサポートしながら異文化を体験すること

で、文化・社会・人間への理解を深めます。また、異文化体験

や国際交流のより広いニーズに応えるために、語学研修や文化

研修を軸とした1ヵ月程度の短期プログラムも企画・運営してい

ます。

　派遣事業は、1954年に8名の高校生を米国に派遣して以来、

2012年までに18,373名を46か国に派遣し、受入事業は、

1957年に9名の高校生を短期で受け入れて以来、2012年まで

に15,777名を62か国から受け入れてきました。2004年には多

年にわたる国際交流への貢献が認められ、文部科学省大臣より

「国際交流功労者文部科学省大臣表彰」を受けました。

質の高いプログラムを運営するために

21

各国組織の代表者が集った2012年のAFS世界会議（タイ・バンコク）

AFS Vision 2020 和 訳

事務局の組織改正

　2013 年 7 月 1 日（月）に事務局組織の改正を行い、事務所制

を廃止して地域担当制（在東京、大阪）に移行、従来の名古屋事

務所は東京へ機能を移転しました。また、派遣・受入ともにプロ

グラム期間中は留学生支援室に窓口を一本化して対応しておりま

す。今回の組織改正を機にさらなる異文化交流を推進すべく努力

を重ねてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げます。

お 知 ら せ
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　海外から青少年を招へいし、被災地視察等を通して日本再生に関

する外国の理解増進を目的とする「アジア大洋州地域及び北米地域

との青少年交流（通称：キズナ強化プロジェクト）」の一環とし

て、AFS日本協会は2012年8月から約半年間、および12月の約2

週間、アジア・大洋州地域の高校生の受入れを実施しました。

　半年間のセメスタープログラムでは、韓国、インド、インドネシ

ア、フィリピン、ベトナム、タイ、ミャンマー、マレーシア、カン

ボジア、ラオス、シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、

ニュージーランド、そして初の受入となる東ティモールの15ヵ国

より41名が来日し、通常プログラムと同様にホームステイをしな

がら地域の学校に通学しました。9月（韓国生のみ）、11月、1月

には財団法人日本国際協力センター（JICE）が企画する被災地訪

問に参加し、農地整備や海岸清掃などの活動に参加したほか、防災

センターでの講義などを通して東日本大震災や日本の防災に関する

理解を深め、仮設住宅や仮設の商店街などを見学して被災地の現状

に触れました。

　短期プログラムでは上記の国から韓国を除く14ヵ国より675名

（43名の引率教師含む）が来日し、それぞれ100名程度のグルー

プに分かれて3泊4日（一部生徒は4泊5日）で被災地を訪問しまし

た。全国でホームステイと学校訪問、交流会を行った後、東京で帰

国前報告会が行われ、各国代表者が被災地を訪問して感じたことや

学んだこと、これからアジア・大洋州の国が力を合わせて一緒に頑

張っていこうという力強いスピーチを行いました。短期プログラム

の来日にあたっては、全国の関係者の皆様から2000点以上の防寒

着・グッズのご寄附をいただきました。皆様の温かいご支援、あり

がとうございました。

キズナ強化プロジェクト

　東日本大震災からの日本の復興を支援するとともに、「トモダ

チ作戦（Operation Tomodachi）」で再認識された日米の絆を

さらに次世代につなげていくために、米国大使館と米日カウンシ

ル（米国非営利公益法人）の主導で設立された「TOMODACHI」。

AFS 日本協会は、TOMODACHI 教育交流プログラムの一環と

して、アメリカの高校（寮）で様々な国から集まった同世代の

AFS 生と夏休みの 4 週間を過ごす「TOMODACHI サマー

2012英語研修プログラム」を実施しました。

　本プログラムには東日本大震災発生時に岩手県・宮城県・福島

県・茨城県に居住または在学していた高校生 20 名が参加し、参

加費は米国大使館より全面的に援助されました。

　「被災地を忘れない！被災地を見て欲しい！」と AFS 宮城支

部が全国に呼びかけ、ボランティアとその家族、留学生、ホスト

ファミリー、帰国生、派遣内定生とその保護者、AFS 友の会、

事務局職員など約100名が東日本大震災被災地を訪問しました。

　三角地帯と言われる場所へ逃げたため生徒 70 名の尊い命が失

われた石巻市立大川小学校をはじめ、全国ニュースで何度も取り

上げられた南三陸町防災対策庁舎などを順にバスで訪れ、生々し

い傷跡が残る惨状に言葉を失った参加者は、それぞれの場所で深

い祈りを捧げました。

　お昼は南三陸さんさん商店街で地元の新鮮な食材をふんだんに

使った海鮮丼をいただき、伊里前福幸商店街では地元の名産を購

入することで支援活動に参加しました。1 日だけの訪問ではあり

ましたが、参加者からは「ずっと訪問したいと思っていたが、一

歩が踏み出せなかった」「実際に来てみるとやっぱり違う」とい

う感想が聞かれました。この訪問を企画した宮城支部長からは、

「今日見たこと、感じたことをどうか忘れないでください。そして、

家族やお知り合いにぜひお話ししてください」というメッセージ

がおくられました。

　グローバル人材輩出 No.１県を目指そう！をテーマに、5 年間

で 100 名の AFS 留学生を新潟県から輩出する「NIIGATA100

プロジェクト」を達成するべく、様々なプログラムを通して 10

代留学の魅力を発信する「AFSDAY 新潟～にいがた青少年国際

交流会議～」が、新潟国際情報大学・新潟中央キャンパスにて開

催されました。

　新潟県に滞在している留学生の紹介、これから留学する派遣内

定生の紹介、新潟国際情報大学で国際交流インストラクターとし

て活動する大学生によるプレゼンテーション、高校時代に新潟か

ら留学した留学経験者と元留学生によるパネルディスカッショ

ン、新潟市の篠田昭市長、新潟国際情報大学の佐々木寛教授、秋

葉忠利理事長によるクロストークと、盛りだくさんの内容であっ

という間の2時間でした。閉会後はロビーでカード交換会を行い、

留学生や参加者は自由な交流を楽しみました。

　高校留学について考える「高校留学シンポジウム」が、名古屋

国際センターで開催されました。冒頭では大村秀章愛知県知事よ

り、若者が積極的に海外に出ていくことは大切であると力強い

メッセージをいただきました。続いて秋葉忠利理事長の基調講演

では、高校留学を経験することによって、グローバルな視点で物

事を考えられるようになる、知らない場所で生きる自信がつく、

問題解決能力がつくなど、ご自身の経験に基づいた高校留学の意

義をお話しいただきました。続くパネルディスカッションでは、

学校の先生や留学経験者の保護者から高校時代に留学したことに

よって生徒や子どもが大きく成長したこと、留学経験者からはそ

の経験が人生に大きな影響を与えたことなどが話されました。

キズナ強化プロジェクト（セメスター） 被災地訪問 TOMODACHI 高校留学シンポジウムAFSDAY新潟

2012年度の

活 動
2012年度は、キズナ強化プロジェ

クトや被災地訪問、TOMODACHI

など、前年度に続き被災地支援の

活動が数多く実施された年となり

ました。主な取り組みをピックアッ

プしてご紹介します。

8月-2月・12月

被災地訪問11月3日（土）

TOMODACHI7月29日（日）-8月26日（日）高校留学シンポジウム6月30日（土）

AFSDAY新潟11月24日（土）

11月11日（日）　湘南支部10周年・秋葉忠利理事長講演会＆
パネルディスカッション

11月18日（日）　静岡支部30周年・小川郷太郎顧問講演会

支部の周年事業

キズナ強化プロジェクト（短期）
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　海外から青少年を招へいし、被災地視察等を通して日本再生に関

する外国の理解増進を目的とする「アジア大洋州地域及び北米地域

との青少年交流（通称：キズナ強化プロジェクト）」の一環とし

て、AFS日本協会は2012年8月から約半年間、および12月の約2

週間、アジア・大洋州地域の高校生の受入れを実施しました。

　半年間のセメスタープログラムでは、韓国、インド、インドネシ

ア、フィリピン、ベトナム、タイ、ミャンマー、マレーシア、カン

ボジア、ラオス、シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、

ニュージーランド、そして初の受入となる東ティモールの15ヵ国

より41名が来日し、通常プログラムと同様にホームステイをしな

がら地域の学校に通学しました。9月（韓国生のみ）、11月、1月

には財団法人日本国際協力センター（JICE）が企画する被災地訪

問に参加し、農地整備や海岸清掃などの活動に参加したほか、防災

センターでの講義などを通して東日本大震災や日本の防災に関する

理解を深め、仮設住宅や仮設の商店街などを見学して被災地の現状

に触れました。

　短期プログラムでは上記の国から韓国を除く14ヵ国より675名

（43名の引率教師含む）が来日し、それぞれ100名程度のグルー

プに分かれて3泊4日（一部生徒は4泊5日）で被災地を訪問しまし

た。全国でホームステイと学校訪問、交流会を行った後、東京で帰

国前報告会が行われ、各国代表者が被災地を訪問して感じたことや

学んだこと、これからアジア・大洋州の国が力を合わせて一緒に頑

張っていこうという力強いスピーチを行いました。短期プログラム

の来日にあたっては、全国の関係者の皆様から2000点以上の防寒

着・グッズのご寄附をいただきました。皆様の温かいご支援、あり

がとうございました。

キズナ強化プロジェクト

　東日本大震災からの日本の復興を支援するとともに、「トモダ

チ作戦（Operation Tomodachi）」で再認識された日米の絆を

さらに次世代につなげていくために、米国大使館と米日カウンシ
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して、アメリカの高校（寮）で様々な国から集まった同世代の
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2012英語研修プログラム」を実施しました。

　本プログラムには東日本大震災発生時に岩手県・宮城県・福島

県・茨城県に居住または在学していた高校生 20 名が参加し、参

加費は米国大使館より全面的に援助されました。

　「被災地を忘れない！被災地を見て欲しい！」と AFS 宮城支

部が全国に呼びかけ、ボランティアとその家族、留学生、ホスト

ファミリー、帰国生、派遣内定生とその保護者、AFS 友の会、

事務局職員など約100名が東日本大震災被災地を訪問しました。

　三角地帯と言われる場所へ逃げたため生徒 70 名の尊い命が失

われた石巻市立大川小学校をはじめ、全国ニュースで何度も取り

上げられた南三陸町防災対策庁舎などを順にバスで訪れ、生々し

い傷跡が残る惨状に言葉を失った参加者は、それぞれの場所で深

い祈りを捧げました。

　お昼は南三陸さんさん商店街で地元の新鮮な食材をふんだんに

使った海鮮丼をいただき、伊里前福幸商店街では地元の名産を購

入することで支援活動に参加しました。1 日だけの訪問ではあり

ましたが、参加者からは「ずっと訪問したいと思っていたが、一

歩が踏み出せなかった」「実際に来てみるとやっぱり違う」とい

う感想が聞かれました。この訪問を企画した宮城支部長からは、

「今日見たこと、感じたことをどうか忘れないでください。そして、

家族やお知り合いにぜひお話ししてください」というメッセージ

がおくられました。

　グローバル人材輩出 No.１県を目指そう！をテーマに、5 年間

で 100 名の AFS 留学生を新潟県から輩出する「NIIGATA100

プロジェクト」を達成するべく、様々なプログラムを通して 10

代留学の魅力を発信する「AFSDAY 新潟～にいがた青少年国際

交流会議～」が、新潟国際情報大学・新潟中央キャンパスにて開

催されました。

　新潟県に滞在している留学生の紹介、これから留学する派遣内

定生の紹介、新潟国際情報大学で国際交流インストラクターとし

て活動する大学生によるプレゼンテーション、高校時代に新潟か

ら留学した留学経験者と元留学生によるパネルディスカッショ

ン、新潟市の篠田昭市長、新潟国際情報大学の佐々木寛教授、秋

葉忠利理事長によるクロストークと、盛りだくさんの内容であっ

という間の2時間でした。閉会後はロビーでカード交換会を行い、

留学生や参加者は自由な交流を楽しみました。

　高校留学について考える「高校留学シンポジウム」が、名古屋

国際センターで開催されました。冒頭では大村秀章愛知県知事よ

り、若者が積極的に海外に出ていくことは大切であると力強い

メッセージをいただきました。続いて秋葉忠利理事長の基調講演

では、高校留学を経験することによって、グローバルな視点で物

事を考えられるようになる、知らない場所で生きる自信がつく、

問題解決能力がつくなど、ご自身の経験に基づいた高校留学の意

義をお話しいただきました。続くパネルディスカッションでは、

学校の先生や留学経験者の保護者から高校時代に留学したことに

よって生徒や子どもが大きく成長したこと、留学経験者からはそ

の経験が人生に大きな影響を与えたことなどが話されました。

キズナ強化プロジェクト（セメスター） 被災地訪問 TOMODACHI 高校留学シンポジウムAFSDAY新潟

2012年度の

活 動
2012年度は、キズナ強化プロジェ

クトや被災地訪問、TOMODACHI

など、前年度に続き被災地支援の

活動が数多く実施された年となり

ました。主な取り組みをピックアッ

プしてご紹介します。

8月-2月・12月

被災地訪問11月3日（土）

TOMODACHI7月29日（日）-8月26日（日）高校留学シンポジウム6月30日（土）

AFSDAY新潟11月24日（土）

11月11日（日）　湘南支部10周年・秋葉忠利理事長講演会＆
パネルディスカッション

11月18日（日）　静岡支部30周年・小川郷太郎顧問講演会

支部の周年事業

キズナ強化プロジェクト（短期）
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　パナマで出会った各国からの留学生との出会いも忘れられない。同じ立場に立つ彼ら
とはたくさんのことを共感できたし、悩んだときはアドバイスもしあった。語学の習得
の面では切磋琢磨して刺激しあえる仲間だった。それぞれの国について聞いたり話した
りするのはとても新鮮で面白く、いつも時間を忘れて語り合った。帰国の時には、大人
になったらそれぞれの国を訪問しあおうと約束までした。

　1．流動資産
　2．固定資産
　　⑴基本財産
　　⑵特定資産
　　⑶その他固定資産

固定資産計

資産合計

701,639

459,605
125,278
52,631

637,514

1,339,154

　1．流動負債
　2．固定負債

負債合計

Ⅲ．正味財産の部
　1．指定正味財産合計
（うち基本財産への充当額)
（うち特定財産への充当額）
　2．一般正味財産合計
（うち基本財産への充当額)
（うち特定財産への充当額）

正味財産合計

負債及び正味財産合計

462,884
40,490

503,374

103,612
30,000
73,612
732,168
429,605
11,177

835,780

1,339,154

（流動資産）
 　現金預金
 　その他の流動資産

流動資産合計

（固定資産）
　　基本財産
　　特定資産
　　その他の固定資産

固定資産合計

資産合計

667,906
33,733

701,639

459,605
125,278
52,631

637,514

1,339,154

（流動負債）

（固定負債）

負債合計

正味財産

負債及び正味資産合計

462,884

40,490

503,374

835,780

1,339,154

　1．経常収益
　　①基本財産運用益
　　②特定資産運用益
　　③受取入会金
　　④受取会費
　　⑤事業収益
　　⑥受取補助金等
　　⑦受取寄付金
　　⑧雑収益

計

138
22

2,305
12,877
974,633
9,212
56,311
6,071

1,061,569

2．経常費用
　①事業費
　②管理費

計
当期経常増減額

1,010,774
53,169

1,063,943
－2,374

2012年度 決算要約

1. 貸借対照表（平成25年 3月31日現在） （単位：千円）

3. 財産目録（平成25年 3月31日現在） （単位：千円）

2. 正味財産増減計算書（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
Ⅰ. 一般正味財産増減の部

（単位：千円）
Ⅰ．資産の部 Ⅱ．負債の部

公益財団法人ＡＦＳ日本協会（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

２０１２年度 事業のご報告

受入

派遣

プログラム参加人数
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2012年度の交流国数

長期
37か国・
地域

短期
5か国

中南米
9か国

中南米
9か国

北米
2か国

北米
2か国

北米
2か国

北米
2か国

アジア
6か国・地域

アジア
17か国・地域

アジア
14か国

アジア
2か国欧州

18か国・地域

欧州
18か国・地域

欧州
5か国

オセアニア
2か国

オセアニア
2か国

オセアニア
2か国

オセアニア
1か国

　2012年度は、派遣で495名、受入で1,032名、合計1,527名がプログラムに参加いたしました。

　2012年度は、キズナ強化プロジェクトを受託したため、総数としては1,000名を超える数を実施できたものの、長期受入の数は震災

前の8割の数に留まりました。派遣事業は過去5年間で最も多くの応募があり、高校生留学の今後の伸びを期待させる年となりました。

　2012年度にご寄附・ご支援をいただきました法人、個人の皆さま、AFSの受け入れにご協力いただきましたホストファミリー、ホス

トスクールの皆さまに心よりお礼を申し上げます。

参加者の声

各国に留学した派遣生、ホストファミリーの声や支部活動の様子をご紹介します。

65　

59期（'12- '13）パナマ派遣生

　与えられたチャンスをめいっぱい活用し、体験を心から楽しみ、自分から挑戦するこ
とが、最良の感謝の表し方だと気づいた。それは、支部の方が「留学生はとても難しい
使命を負っている。到着した時から、家族、家、学校など、すべてをまず与えられ、一
年をかけて少しずつそれを返していかなくてはならないから。皆があなたに何を期待し
て受け入れたのか、考えなくてはならないから」と話してくれたことがきっかけだ。

59期（'12- '13）フィンランド派遣生

　息子にチャレンジ！チャレンジ！と言って育ててきて、私が何もしないわけにはいき
ません。語学力ゼロの私ですが、50 代後半の挑戦です。8 月末の暑い暑い日に、カナ
ダからやってきた笑顔のステキなエイミー。彼女や彼女を通して生まれたフランスやロ
シアからの留学生との交流は、私の知らない世界への扉を開けてくれました。

2012年にカナダの生徒を受け入れたホストファミリー

　2012 年 12 月 8 日（土）にお好み焼きパーティーを開きました。留学生たちは、ボ
ランティアスタッフとともに仙台朝市で材料を買い、お好み焼きづくりに挑戦しました。
新鮮な魚介類や野菜がたっぷり入ったお好み焼きをみんなで楽しみ、夜には仙台の冬の
風物詩、「SENDAI 光のページェント」の見学に出かけました。

お好み焼きパーティー（宮城支部）

　2012 年 9 月 22 日（土）、「秋の異文化交流会』」と題して、交流イベントを開催し
ました。アクティビティでは世界のじゃんけんに挑戦！じゃんけんは世界共通なのか、
ほとんどの国にじゃんけんは存在します。石と紙とはさみというのもほとんど同じです
が、掛け声は違います。みんなで、世界の『じゃんけんぽん』を大きな声でやってみました。

秋の異文化交流会（尾三支部）

　2012 年 9 月 29 日（土）～ 10 月 6 日（土）、元留学生を訪ねてインドネシアに旅
行しました。たくましく成長した 5 人の元留学生と順番に再会を果たし、彼らとその家
族の温かいサポートで楽しい旅行ができました。AFSは、その活動を通じて世界にいつ
でも繋がっていることを実感しました。

インドネシアの旅～元留学生に会いに（静岡支部）

派遣

長期
48か国・
地域

短期
23か国

受入

１．経常増減の部

　1．経常外収益 0 2．経常外費用
　当期経常外増減の部
　当期一般正味財産増
　一般正味財産期首残
　一般正味財産期末残

20,177
－20,177
－22,551
754,719
732,168

２．経常外増減の部

　受取寄付金 44,768 一般正味財産への振替額
　当期指定正味財産増
　指定正味財産期首残
　指定正味財産期末残

40,853
3,915
99,697
103,612

835,780

Ⅱ．指定正味財産増減の部

Ⅲ．正味財産期末残高

（備考）四捨五入のため、合計に合わないことがある。

様々な分野で活躍されているAFS帰国生のインタビュー記事はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home 留学プログラム 高校生の年間留学 活躍する帰国生インタビュー

過去５年分の決算要約や評議員等名簿はホームページ
（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home AFSとは？ 事業概要と組織

495

1,032

Home イベント＆ニュース

ホームページで活動レポートを多数掲載しています。
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　パナマで出会った各国からの留学生との出会いも忘れられない。同じ立場に立つ彼ら
とはたくさんのことを共感できたし、悩んだときはアドバイスもしあった。語学の習得
の面では切磋琢磨して刺激しあえる仲間だった。それぞれの国について聞いたり話した
りするのはとても新鮮で面白く、いつも時間を忘れて語り合った。帰国の時には、大人
になったらそれぞれの国を訪問しあおうと約束までした。

　1．流動資産
　2．固定資産
　　⑴基本財産
　　⑵特定資産
　　⑶その他固定資産

固定資産計

資産合計

701,639

459,605
125,278
52,631

637,514

1,339,154

　1．流動負債
　2．固定負債

負債合計

Ⅲ．正味財産の部
　1．指定正味財産合計
（うち基本財産への充当額)
（うち特定財産への充当額）
　2．一般正味財産合計
（うち基本財産への充当額)
（うち特定財産への充当額）

正味財産合計

負債及び正味財産合計

462,884
40,490

503,374

103,612
30,000
73,612
732,168
429,605
11,177

835,780

1,339,154

（流動資産）
 　現金預金
 　その他の流動資産

流動資産合計

（固定資産）
　　基本財産
　　特定資産
　　その他の固定資産

固定資産合計

資産合計

667,906
33,733

701,639

459,605
125,278
52,631

637,514

1,339,154

（流動負債）

（固定負債）

負債合計

正味財産

負債及び正味資産合計

462,884

40,490

503,374

835,780

1,339,154

　1．経常収益
　　①基本財産運用益
　　②特定資産運用益
　　③受取入会金
　　④受取会費
　　⑤事業収益
　　⑥受取補助金等
　　⑦受取寄付金
　　⑧雑収益

計

138
22

2,305
12,877
974,633
9,212
56,311
6,071

1,061,569

2．経常費用
　①事業費
　②管理費

計
当期経常増減額

1,010,774
53,169

1,063,943
－2,374

2012年度 決算要約

1. 貸借対照表（平成25年 3月31日現在） （単位：千円）

3. 財産目録（平成25年 3月31日現在） （単位：千円）

2. 正味財産増減計算書（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
Ⅰ. 一般正味財産増減の部

（単位：千円）
Ⅰ．資産の部 Ⅱ．負債の部

公益財団法人ＡＦＳ日本協会（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

２０１２年度 事業のご報告

受入

派遣

プログラム参加人数
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年度20092008

459
431453

1,0591,0921,062

2011

2011

479

901

2012

2012

2012年度の交流国数

長期
37か国・
地域

短期
5か国

中南米
9か国

中南米
9か国

北米
2か国

北米
2か国

北米
2か国

北米
2か国

アジア
6か国・地域

アジア
17か国・地域

アジア
14か国

アジア
2か国欧州

18か国・地域

欧州
18か国・地域

欧州
5か国

オセアニア
2か国

オセアニア
2か国

オセアニア
2か国

オセアニア
1か国

　2012年度は、派遣で495名、受入で1,032名、合計1,527名がプログラムに参加いたしました。

　2012年度は、キズナ強化プロジェクトを受託したため、総数としては1,000名を超える数を実施できたものの、長期受入の数は震災

前の8割の数に留まりました。派遣事業は過去5年間で最も多くの応募があり、高校生留学の今後の伸びを期待させる年となりました。

　2012年度にご寄附・ご支援をいただきました法人、個人の皆さま、AFSの受け入れにご協力いただきましたホストファミリー、ホス

トスクールの皆さまに心よりお礼を申し上げます。

参加者の声

各国に留学した派遣生、ホストファミリーの声や支部活動の様子をご紹介します。

65　

59期（'12- '13）パナマ派遣生

　与えられたチャンスをめいっぱい活用し、体験を心から楽しみ、自分から挑戦するこ
とが、最良の感謝の表し方だと気づいた。それは、支部の方が「留学生はとても難しい
使命を負っている。到着した時から、家族、家、学校など、すべてをまず与えられ、一
年をかけて少しずつそれを返していかなくてはならないから。皆があなたに何を期待し
て受け入れたのか、考えなくてはならないから」と話してくれたことがきっかけだ。

59期（'12- '13）フィンランド派遣生

　息子にチャレンジ！チャレンジ！と言って育ててきて、私が何もしないわけにはいき
ません。語学力ゼロの私ですが、50 代後半の挑戦です。8 月末の暑い暑い日に、カナ
ダからやってきた笑顔のステキなエイミー。彼女や彼女を通して生まれたフランスやロ
シアからの留学生との交流は、私の知らない世界への扉を開けてくれました。

2012年にカナダの生徒を受け入れたホストファミリー

　2012 年 12 月 8 日（土）にお好み焼きパーティーを開きました。留学生たちは、ボ
ランティアスタッフとともに仙台朝市で材料を買い、お好み焼きづくりに挑戦しました。
新鮮な魚介類や野菜がたっぷり入ったお好み焼きをみんなで楽しみ、夜には仙台の冬の
風物詩、「SENDAI 光のページェント」の見学に出かけました。

お好み焼きパーティー（宮城支部）

　2012 年 9 月 22 日（土）、「秋の異文化交流会』」と題して、交流イベントを開催し
ました。アクティビティでは世界のじゃんけんに挑戦！じゃんけんは世界共通なのか、
ほとんどの国にじゃんけんは存在します。石と紙とはさみというのもほとんど同じです
が、掛け声は違います。みんなで、世界の『じゃんけんぽん』を大きな声でやってみました。

秋の異文化交流会（尾三支部）

　2012 年 9 月 29 日（土）～ 10 月 6 日（土）、元留学生を訪ねてインドネシアに旅
行しました。たくましく成長した 5 人の元留学生と順番に再会を果たし、彼らとその家
族の温かいサポートで楽しい旅行ができました。AFSは、その活動を通じて世界にいつ
でも繋がっていることを実感しました。

インドネシアの旅～元留学生に会いに（静岡支部）

派遣

長期
48か国・
地域

短期
23か国

受入

１．経常増減の部

　1．経常外収益 0 2．経常外費用
　当期経常外増減の部
　当期一般正味財産増
　一般正味財産期首残
　一般正味財産期末残

20,177
－20,177
－22,551
754,719
732,168

２．経常外増減の部

　受取寄付金 44,768 一般正味財産への振替額
　当期指定正味財産増
　指定正味財産期首残
　指定正味財産期末残

40,853
3,915
99,697
103,612

835,780

Ⅱ．指定正味財産増減の部

Ⅲ．正味財産期末残高

（備考）四捨五入のため、合計に合わないことがある。

様々な分野で活躍されているAFS帰国生のインタビュー記事はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home 留学プログラム 高校生の年間留学 活躍する帰国生インタビュー

過去５年分の決算要約や評議員等名簿はホームページ
（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home AFSとは？ 事業概要と組織
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Home イベント＆ニュース

ホームページで活動レポートを多数掲載しています。



異なる文化や考え方の人と折り合いをつけながら仲良く暮らしていく「多文

化共生」への注目度が高まっています。グローバル化が加速し、日本国内で

も働いたり、学んだり、生活する中で様々な変化を感じ始めているのではな

いでしょうか。自分だけが世界とつながるのではなく、同じように変化の時

代を生きている家族みんなで異文化体験ができる、それがホストファミリー

です。日本各地で常時募集していますので、まずはお気軽にご相談ください。

　名古屋市名東区に本社がある、ホームメードケーキ、クッキーの製造・販

売会社、（株）フレイバーユージ（店舗名　FLAVOR　フレイバー）様は、

このたびAFSを支援するプロジェクトをスタートさせました。

　フレイバーのホームページ上で、AFS への寄付対象となる商品を案内し、

その売り上げの一割を AFS にご寄付頂く、というプロジェクトです。「自分

の現在があるのも、高校時代アメリカで過ごした一年間の体験のお陰であり、

このようなかけがえの無い機会を提供している AFS を応援したい」と同社社

長、岩田有司様は語っておられます。

AFS の活動は、留学という制度を通してプログラムに関わる人々が互いに学び合う異文化理解教育（Intercultural learning/ICL）を推進するものです。

様々な人々が、様々な方法で活動に参加し、お互いに学び合う機会を得ることから、「校舎のない学校」にも例えられます。

AFS 活動に参加する
10代の高校生をはじめとしたより多くの人々に、異なる文化と接する機会を提供できるよう、

AFSの活動にご支援を賜りたくよろしくお願いします。

AFS 活動を支援する

ホストファミリーになる

振 込 先：口座番号　００１７０－５－６１０７７９
加入者名：AFS寄付金口座

※通信欄にご支援いただける奨学金名をご記入ください｡寄附先のご指定がない場合は、
一般寄附金として処理させていただきますのでご了承ください

※銀行振込の場合は、お手数ですがお振込み後にお名前、ご連絡先をメール
bokin@afs.or.jp またはFAX：03-3507-4300まで必ずお知らせください。お知らせがな
い場合は、免税証明書付の領収書をお届けすることはできませんのでご了承願います。

郵便局から

4月19日

7月11日

8月25日

10月26日

ネットワーキングの集い

「幻の古代ガラスと先端的ガラス技術開発」

講師：由水常雄氏（美術史研究者）

ネットワーキングの集い

「最前線で今、日・米・中・台関係を読む」

講師：加藤洋一氏（YP21’74-’75 米国　朝日新聞・編集委員）

　　　Greg Noble氏（’74-’75 米国-タイ　東京大学教授）

チャリティーコンサート

「パリからの贈り物―幻想的、

　　詩情ゆたかなピアノ曲の夕べ」

ピアノ演奏：西村美穂氏

　　　　　　（YP43’96-’97 米国）

　　　　　　戸室　玄氏

ネットワーキングの集い

「日本にいる難民の話－AFSオハイオ留学での経験から」

講師：田中志穂氏（YP40’93-’94 米国　難民支援協会・広報）

活動報告

AFS 友の会
「AFS友の会」事務局（AFS日本協会内）　E-mail：tomo@afs.or.jp　FAX：03-3507-4300

AFS の活動を支えているのは、世界 4 万人以上のボランティアです。現在、

日本には全国各地に 73 の支部と 4 の学生部がありますが、メンバーは全員

が報酬を受け取らないボランティアで、それぞれの知識と経験を生かしなが

ら、地域コミュニティの中で派遣内定生や留学生を支えています。留学生活

の適応サポートやイベントの企画・運営などを通して、異文化・相互理解に

ついて一緒に学びませんか？

ボランティア活動に参加する

1413
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「相馬子どもオーケストラ＆コーラス」と題し、エル・システマジャパン

代表の菊川穣氏にお話いただきます。エル・システマは 39 年前にベネ

ズエラで生まれた社会変革を目指した音楽教育プログラム。50 か国以上

で、困難な立場にいる子どもたちを主な対象に展開し、日本でも相馬市

で被災地の子どもたちのために活動しています。

日　　時：2014年 1月 11日（土）

　　　　　18:00 ～ 20:30

会　　場：東京オペラシティタワー54階

　　　　　「オペラシティ東天紅」

　　　　　（電話03-5388-1015　京王新線「初台」直結）

会　　費：社会人 6,000 円　学生 3,000 円（ブッフェパーティ形式）

お申込み：申込みフォーム（http://shortlinks.afs.or.jp/tomonokai）、

　　　　　またはAFS友の会事務局（上記）までEメールまたはFAXで

締め切り：2013年 12月 27日（金）

新年会のお知らせ

＊AFS友の会では、皆さまからの投稿ならびに、友の会を一緒に運営していた
だける有志を求めています。ご興味のある方は、AFS友の会事務局までご連
絡ください
＊友の会イベント情報をメール配信いたします。AFS友の会事務局までご氏
名、AFSとの関係をご連絡ください

各活動のレポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home イベント＆ニュース AFS友の会レポート

支部でのオリエンテーション（岡山支部）

ご支援の種類

Pick Up

１

２

３

４

一般寄附金

AFSボランティア奨学金

みちのく応援奨学金

YOSHI基金

AFS日本協会の事業を運営するための財源

経済的必要度の高い派遣生を支援

東日本大震災被災地域の派遣生を支援

米国から来日する受入生を支援

５

６

７

８

NEXT50奨学金

AFSこらんしょ！福島

AFSどさんこ奨学金

AFSひろしま奨学金

途上国から来日する受入生を支援

福島県に滞在する受入生を支援

北海道の派遣生・北海道への受入生を支援

広島県の派遣生・広島県への受入生を支援

企業からのご支援

FLAVOR　オンラインショップ
https://www.flavor.jp/ex_shop/menu/special/ex_donation_AFS.php

ご寄附・ご支援に関するお問い合わせ先

TEL：03-6206-1911　Email：bokin@afs.or.jp

クレジットカードからご寄附できるようになりました！
ホームページの「ご寄附登録フォーム」よりお手続きをお願いします。

クレジットカードで

銀行から

振 込 先：ゆうちょ銀行　〇一九支店　当座０６１０７７９
加入者名：AFS寄付金口座

一般寄附金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　４４２２９８４
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　ボランティア奨学金

AFS ボランティア奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２６５３０１８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　みちのく応援奨学金

みちのく応援奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　４４２３０１８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　YOSHI 基金

YOSHI 基金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２７２７９７６
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　AFSひろしま奨学金

AFS ひろしま奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２２７３７３８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　NEXT50奨学金

NEXT50 奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２７２７９６８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　AFSどさんこ奨学金

AFS どさんこ奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２７５０５８７
加入者名：公益財団法人AFS日本協会

AFS こらんしょ！福島

NEW

〒BANK

CARD

「AFS友の会」とは、AFSに関わるすべての人を対象にしたネットワークです。
お互いの親睦を深めると同時に、AFS活動の継続・発展のために協力・支援することを目的としています。

募集状況やホストファミリー・留学生レポートはホームページ
（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home ホストファミリー

支部のイベント情報や活動レポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home ボランティア活動

Home 寄附

AFS日本協会は、「公益財団法人」ですので、税金の優遇措置を受けるための領収書を
発行します｡詳細はホームページ（www.afs.or.jp）をご覧ください。

各奨学金の詳細、奨学生レポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home 寄附 寄附先を選ぶ
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様々な人々が、様々な方法で活動に参加し、お互いに学び合う機会を得ることから、「校舎のない学校」にも例えられます。

AFS 活動に参加する
10代の高校生をはじめとしたより多くの人々に、異なる文化と接する機会を提供できるよう、

AFSの活動にご支援を賜りたくよろしくお願いします。

AFS 活動を支援する

ホストファミリーになる

振 込 先：口座番号　００１７０－５－６１０７７９
加入者名：AFS寄付金口座

※通信欄にご支援いただける奨学金名をご記入ください｡寄附先のご指定がない場合は、
一般寄附金として処理させていただきますのでご了承ください

※銀行振込の場合は、お手数ですがお振込み後にお名前、ご連絡先をメール
bokin@afs.or.jp またはFAX：03-3507-4300まで必ずお知らせください。お知らせがな
い場合は、免税証明書付の領収書をお届けすることはできませんのでご了承願います。

郵便局から

4月19日

7月11日

8月25日

10月26日

ネットワーキングの集い

「幻の古代ガラスと先端的ガラス技術開発」

講師：由水常雄氏（美術史研究者）

ネットワーキングの集い

「最前線で今、日・米・中・台関係を読む」

講師：加藤洋一氏（YP21’74-’75 米国　朝日新聞・編集委員）

　　　Greg Noble氏（’74-’75 米国-タイ　東京大学教授）

チャリティーコンサート

「パリからの贈り物―幻想的、

　　詩情ゆたかなピアノ曲の夕べ」

ピアノ演奏：西村美穂氏

　　　　　　（YP43’96-’97 米国）

　　　　　　戸室　玄氏

ネットワーキングの集い

「日本にいる難民の話－AFSオハイオ留学での経験から」

講師：田中志穂氏（YP40’93-’94 米国　難民支援協会・広報）

活動報告

AFS 友の会
「AFS友の会」事務局（AFS日本協会内）　E-mail：tomo@afs.or.jp　FAX：03-3507-4300

AFS の活動を支えているのは、世界 4 万人以上のボランティアです。現在、

日本には全国各地に 73 の支部と 4 の学生部がありますが、メンバーは全員

が報酬を受け取らないボランティアで、それぞれの知識と経験を生かしなが

ら、地域コミュニティの中で派遣内定生や留学生を支えています。留学生活

の適応サポートやイベントの企画・運営などを通して、異文化・相互理解に

ついて一緒に学びませんか？

ボランティア活動に参加する

1413
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「相馬子どもオーケストラ＆コーラス」と題し、エル・システマジャパン

代表の菊川穣氏にお話いただきます。エル・システマは 39 年前にベネ

ズエラで生まれた社会変革を目指した音楽教育プログラム。50 か国以上

で、困難な立場にいる子どもたちを主な対象に展開し、日本でも相馬市

で被災地の子どもたちのために活動しています。

日　　時：2014年 1月 11日（土）

　　　　　18:00 ～ 20:30

会　　場：東京オペラシティタワー54階

　　　　　「オペラシティ東天紅」

　　　　　（電話03-5388-1015　京王新線「初台」直結）

会　　費：社会人 6,000 円　学生 3,000 円（ブッフェパーティ形式）

お申込み：申込みフォーム（http://shortlinks.afs.or.jp/tomonokai）、

　　　　　またはAFS友の会事務局（上記）までEメールまたはFAXで

締め切り：2013年 12月 27日（金）

新年会のお知らせ

＊AFS友の会では、皆さまからの投稿ならびに、友の会を一緒に運営していた
だける有志を求めています。ご興味のある方は、AFS友の会事務局までご連
絡ください
＊友の会イベント情報をメール配信いたします。AFS友の会事務局までご氏
名、AFSとの関係をご連絡ください

各活動のレポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home イベント＆ニュース AFS友の会レポート

支部でのオリエンテーション（岡山支部）

ご支援の種類

Pick Up

１

２

３

４

一般寄附金

AFSボランティア奨学金

みちのく応援奨学金

YOSHI基金

AFS日本協会の事業を運営するための財源

経済的必要度の高い派遣生を支援

東日本大震災被災地域の派遣生を支援

米国から来日する受入生を支援

５

６

７

８

NEXT50奨学金

AFSこらんしょ！福島

AFSどさんこ奨学金

AFSひろしま奨学金

途上国から来日する受入生を支援

福島県に滞在する受入生を支援

北海道の派遣生・北海道への受入生を支援

広島県の派遣生・広島県への受入生を支援

企業からのご支援

FLAVOR　オンラインショップ
https://www.flavor.jp/ex_shop/menu/special/ex_donation_AFS.php

ご寄附・ご支援に関するお問い合わせ先

TEL：03-6206-1911　Email：bokin@afs.or.jp

クレジットカードからご寄附できるようになりました！
ホームページの「ご寄附登録フォーム」よりお手続きをお願いします。

クレジットカードで

銀行から

振 込 先：ゆうちょ銀行　〇一九支店　当座０６１０７７９
加入者名：AFS寄付金口座

一般寄附金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　４４２２９８４
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　ボランティア奨学金

AFS ボランティア奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２６５３０１８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　みちのく応援奨学金

みちのく応援奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　４４２３０１８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　YOSHI 基金

YOSHI 基金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２７２７９７６
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　AFSひろしま奨学金

AFS ひろしま奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２２７３７３８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　NEXT50奨学金

NEXT50 奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２７２７９６８
加入者名：公益財団法人AFS日本協会　AFSどさんこ奨学金

AFS どさんこ奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店　普通預金口座　２７５０５８７
加入者名：公益財団法人AFS日本協会

AFS こらんしょ！福島

NEW

〒BANK

CARD

「AFS友の会」とは、AFSに関わるすべての人を対象にしたネットワークです。
お互いの親睦を深めると同時に、AFS活動の継続・発展のために協力・支援することを目的としています。

募集状況やホストファミリー・留学生レポートはホームページ
（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home ホストファミリー

支部のイベント情報や活動レポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home ボランティア活動

Home 寄附

AFS日本協会は、「公益財団法人」ですので、税金の優遇措置を受けるための領収書を
発行します｡詳細はホームページ（www.afs.or.jp）をご覧ください。

各奨学金の詳細、奨学生レポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

Home 寄附 寄附先を選ぶ



http://www.afs.or. jp/
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公益財団法人 ＡＦＳ日本協会

キズナ強化プロジェクト（短期）の参加生


