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（アジア高校生架け

橋プロジェクト）

 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 international, voluntary, non-
governmental, 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 
distinction as to race, sex, language, religion 
or social status. 
AFS activities are based on our core values of 
dignity, respect for differences, harmony, sen-
sitivity and tolerance.

The Core Values and
Attributes of AFS

-Adopted at the 1993 World Congress

AFSの理念
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AFSは「持続可能な開発目標（SDGs）」をサポートします。
AFSは、国連が2030年に向けて採択した「持続可能な開発
目標（SDGs）・世界を変えるための17の目標」のうち、目
標4と 目 標16
が、世界をより
よい場所にする
ために役立つ行
程であると考え
ています。
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住所等の変更について
　お住まいやご連絡先に変更のあった方は、同封の「会員連絡
用シート」を事務所宛てにファックスしてください。AFSのホー
ムページ（「Home」⇒「AFSとは？」⇒「AFS友の会・会員情報の
変更」）でもお手続きいただけます。

ホストファミリー募集のポスター掲示にご協力ください。
　現在、鉄道駅等でのポスター掲示のご支援をいただいておりますが、個人でポスター
掲示にご協力くださる方も募集しています。
　AFSではホストファミリーを見つけるのが年々難しくなっています。ホストファミ
リーが見つからないと、日本への留学を希望する各国の高校生の来日が叶いませんの
で、お子様が通われている幼稚園や小学校、地域の活動施設、お知り合いのお店などに
掲示いただけますよう、ぜひ皆さまのご協力をお願いいたします。
▶ご協力いただける方は、ポスター送付先住所・氏名と希望枚数を下記までお知らせく
ださい。
　　事務局　TEL：0570-040-555（ナビダイヤル・平日９:00～12:30、13:30～17:00）
　　　　　　E-mail：info@afs.or.jp

AFS日本協会は今年65周年を迎えます。周年行事についてなどのお知らせを配信いた
しますので、ぜひメールアドレスの登録、更新をよろしくお願いします。

事務局から

お知らせ

発行年月日　2019年５月31日
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　AFS日本協会は昨年、日本政府が始めた「アジア高校生架け橋プロジェクト」を受託、初年度、17カ国100人が半

年間来日して、今年2月に帰国しました。帰国直後、カンボジアの留学生から日本語でメールが届きました。

　「日本での６カ月は本当に人生が変わる経験でした。この経験を通して、自分の世界観は広がったような気がします。

僕がずっと抱いた夢が現実になりました。僕はいつか、いい医者になりたいのです。人々にとって親切な医者になりた

い。人々の命を救いたい。このプログラムに参加させていただきありがとうございました」。

　また、応募者2000人からたった一人選ばれたパキスタンの留学生は、「私はパキスタンと日本の若者の架け橋にな

れたと思います。パキスタンの高校生たちはアメリカより日本に留学することに関心を寄せてくれ、日本の高校生もパ

キスタンを訪ねたいと私にメールをくれます。そして何より自分自身が日本に留学したことで知識を得る喜びに気づ

き、さらに日本の大学に留学したいと決意しています」。

　アジア高校生架け橋プロジェクトは、これまで留学したくても経済的な理由でその一歩を踏み出せなかったアジアの

高校生に、日本で学び、暮らし、将来の夢に一歩近づくチャンスとなりました。また、日本の高校生には、アジアの高

校生のひたむきで努力する姿から同じアジア人として他国に関心を持ち、同時に世界への扉を開けることの大切さを

知ってもらうきっかけ作りとなりました。今夏には20カ国200人が来日します。ホストファミリー、ホストスクール、

支部の皆さまにはご苦労をおかけしますが、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。関係者の皆さま、是非、通常のプ

ログラムも含めて、ホストファミリーへのご協力をお願い申し上げます。

　さて、AFS日本協会は今年、65周年を迎えました。日本協会がこれまで受け入れた高校生は、世界60カ国余りから

約18,000人、日本から世界に送り出した高校生は約20,000人です。ここまで来られたのも皆様方のお蔭でございま

す。ここに厚くお礼を申し上げます。10月27日（日）に、65周年記念行事をオリンピック記念青少年総合センター（東

京・代々木）で開催します。基調講演は、日本にAFS生として留学をして、その後日本に永年住み、親日家として知

られ、コメンテーターとしてテレビでもお馴染みのロバート・フェルドマン モルガン・スタンレー MUFG証券株式会

社シニアアドバイザーにお願いしました。そして、その後のパネル・ディスカッションには、留学生と帰国生が加わっ

て、なぜ留学を志したのか、AFS体験がもたらす意味、その後の生き方について話し合っていただきます。是非、関

係者の皆さまには、留学生や帰国生の声を聞いていただきたいと存じます。

　当協会は、2018年度決算で事業規模が10億円を超え、持続可能な財務状況になりました。しかし、私たちが目指

す世界は、バラ色ではありません。日本から世界各国に留学する年間派遣生は年々減っています。テロや紛争が各地で

起こり、世界各国の情勢が内向きになっていることから保護者の方々の中には、我が子を留学させることに躊躇する

ケースが増えているのも一因です。しかし、そればかりではありません。AFSは、世界各地に多くの留学の選択肢が

あるにもかかわらず、まだまだAFSが強化しているアジアや中南米諸国などへの留学希望が少ないのが現状です。い

かに次世代に異文化体験の大切さを理解して貰うかが課題です。

　それには、まず「内なる国際化」の取り組みへの強化に力を入れていきたいと存じます。つまり、日本の学校現場や

家庭で留学生を一人でも多く受け入れていただき、彼らが熱心に学ぶ姿から、日本の高校生に世界を目指して、混沌と

した時代を生き抜き、リーダーシップを持って世界に貢献できる人財になってほしいと思います。

　高校生留学のパイオニアとしての歴史を持つAFSが、異文化交流のフロントランナーとして、日本からアジア、世

界へと手を携えていかに平和に貢献していくのか。まずは、地に足をつけて、1,500人のボランティアとスクラムを組

んで、日本の高校生と世界の高校生に夢を与える地球市民として、努力を重ねていきたいと存じます。

ご挨拶
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公益財団法人AFS日本協会　理事長　加藤　暁子

文部科学省×AFS

ホストファミリー、ホストスクールに関するお問い合わせ
電　話：0570-040-555〈ナビダイヤル：平日9：00～12：30、13：30～17：00〉
メール：info@afs.or.jp
＊来日後最初の１カ月程度の受け入れにご協力いただく「ウェルカム・ファミリー」や、１週間程度、
一時的にお預かりいただく「テンポラリー・ファミリー」も募集しています。詳しくはお気軽にお問
合せください。また、ファミリーチェンジなどで、途中期間でも募集を行っていることがあります。

＊お住まいの地域によってはサポート体制が十分でなく、受け入れをお願いできない可能性もございま
すのでご了承ください。

アジア高校生架け橋プロジェクト
に関するお問い合わせ

電 話：0570-040-555
〈ナビダイヤル・平日9：00～ 12：30、
　13：30～ 17：00〉
メール：asiakakehashi@afs.or.jp

　アジア20カ国の留学生を、５年間で1,000人招へいする文科省補
助事業「アジア高校生架け橋プロジェクト」が、2018年からスター
トしました。17カ国100人の１期生は、2018年８月～19年２月の
約半年間、全国69校でホストファミリーや寮に滞在、全員そろって
プログラムを修了しました。
　ホストスクールからは「定期テストで、架け橋生が数学トップに。
これを機に、クラスの学習意欲が高まった」、「架け橋生を主人公に
した演劇で、全国大会に出場が決まった」、「高校初の受け入れで戸
惑ったが、特別な配慮は必要なかった。まずはやってみること！」
など、さまざまな“カケハシ効果”が報告されています。
　１期生は半数が寮配属でしたが、寮関係者からは「だんだん日本
語がわかるようになり、親のように慕ってくれた」「自国の料理を
作ってくれ、皆でアジアの食や文化を学んだ」という声も。生活の
場でも、教職員や寮生が、架け橋生を温かくサポートしています。

　１期生受け入れで課題となったのは、宗教理解と食事配慮（イス
ラム教・ヒンズー教）やSNS利用でした。ボランティアや職員向け
の講座や研修会を開催するとともに、２期生のオリエンテーション
での指導に力を入れる予定です。
　2019年８月には、２期生200人がやってきます。ぜひホストファ
ミリーやボランティアとして本プロジェクトに参加いただき、日本
が大好きという生徒の成長を見守っていただきますよう、ご協力を
お願いいたします。

▶2019年招へい対象国・地域（22カ国・地域、太字下線は本年度新規）
中国、韓国、モンゴル、タイ、カンボジア、ラオス、ミャン
マー、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、フィリ
ピン、インドネシア、スリランカ、インド、モルディブ、ネパー
ル、パキスタン、ブータン、バングラデシュ、トルコ、香港

各種ニュースや体験談はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

  架け橋生からの寄稿
トムクラトック、ポーンチタ （タイ）
ホストスクール：北海道登別明日中等教育学校

　北海道とタイの大きな違いは気温です。布団から出
たくなくなるほど寒くて、今でもまだ慣れていません。（笑）雪が
降っている景色は、何回見ても感動しました。私にはホストファミ
リーが複数家庭いたので、大変でしたが、色々な体験ができまし

宮崎南支部
■ 架け橋生：デヒワラ・リヤナゲー，ギーシャーニ（スリランカ）
　日本はとてもきれいな国で、日本人はとてもやさしいです。家族も仲良
く、1歳半の甥・はると君とよく遊びます。学校では、いろんな先生や友達
がわからないことを教えてくれるので、何でも質問できます。部活のバス
ケットも楽しいです。

■ ホストスクール：宮崎県立日南振徳高等学校（宮崎県日南市）
　ギーシャの理解度に合わせて、各教科の教員が工夫
して教材を作っています。１日１ページの私との交換
日記が、もう２冊目になりました。（松田香織先生）

■ ホストファミリー：西岡さんご家族
　まれに見るやさしい子、頑張り屋です。ギーシャが
我が家に来てから、家族みんながいろんなことに取り
組むようになり、やさしくなりました。いい刺激になっ
ています。

■ LP（担当ボランティア）：井上昭子
　明るくて、いつもニコニコしています。台風が来たときに様子をたずね
たら、「井上さんは大丈夫ですか？」と逆に気遣ってくれました。

山口支部
■ 架け橋生：カウン・サン・ニィ（ミャンマー）
　初めは日本語ができなかったけれど先生方の
助けでどんどん上手になりました。友達もたく
さんできました。帰宅すれば、可愛く面白いホ
ストブラザー達のおかげで疲れが吹き飛びます。
本当の家族のようなホストファミリーに恵まれとても幸運です。

■ ホストスクール：山口県立宇部高等学校（山口県宇部市）
　いろいろな教員に自分から積極的にわからないことを尋ね、一度学んだ
ことをよく覚えている優秀な生徒です。他のクラスの生徒にも自ら関わっ
ていくフレンドリーでマイペースな面もあります。

■ ホストファミリー：原田さんご家族
　素直で優しく明るく、子供たちともすぐに仲良くなり、毎日面白エピ
ソードで笑わせてくれる彼は、今では家族にいなくてはならない存在です。

■ LP（担当ボランティア）：西野愛
　積極的に振舞うよう励ましたところ素直にアドバイスを受け入れ、短期
間で劇的に日本語コミュニケーション力が上がりました。持ち前の性格で
みんなから愛され、私も楽しませてもらっています。

た。ホストのみんなはとても優しく、私をお世話してくれます。学
校はとても楽しいです。クラスメートは面白くてフレンドリーで
す。日本の興味深い文化や言葉をたくさん教えてくれました。私の
趣味は絵を描くことなので、美術部に
入っています。さらに、10月の体育祭
にホームルームの旗を描かせてもらいま
した。友達と協力したことはとても良い
思い出として残っています。

支部と架け橋生

アジア高校生
架け橋
プロジェクト

１期生100人全員がプログラム修了！～架け橋１年目を振り返って
文科省表敬訪問
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んで、日本の高校生と世界の高校生に夢を与える地球市民として、努力を重ねていきたいと存じます。

ご挨拶
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公益財団法人AFS日本協会　理事長　加藤　暁子

文部科学省×AFS

ホストファミリー、ホストスクールに関するお問い合わせ
電　話：0570-040-555〈ナビダイヤル：平日9：00～12：30、13：30～17：00〉
メール：info@afs.or.jp
＊来日後最初の１カ月程度の受け入れにご協力いただく「ウェルカム・ファミリー」や、１週間程度、
一時的にお預かりいただく「テンポラリー・ファミリー」も募集しています。詳しくはお気軽にお問
合せください。また、ファミリーチェンジなどで、途中期間でも募集を行っていることがあります。
＊お住まいの地域によってはサポート体制が十分でなく、受け入れをお願いできない可能性もございま
すのでご了承ください。

アジア高校生架け橋プロジェクト
に関するお問い合わせ

電 話：0570-040-555
〈ナビダイヤル・平日9：00～ 12：30、
　13：30～ 17：00〉
メール：asiakakehashi@afs.or.jp

　アジア20カ国の留学生を、５年間で1,000人招へいする文科省補
助事業「アジア高校生架け橋プロジェクト」が、2018年からスター
トしました。17カ国100人の１期生は、2018年８月～19年２月の
約半年間、全国69校でホストファミリーや寮に滞在、全員そろって
プログラムを修了しました。
　ホストスクールからは「定期テストで、架け橋生が数学トップに。
これを機に、クラスの学習意欲が高まった」、「架け橋生を主人公に
した演劇で、全国大会に出場が決まった」、「高校初の受け入れで戸
惑ったが、特別な配慮は必要なかった。まずはやってみること！」
など、さまざまな“カケハシ効果”が報告されています。
　１期生は半数が寮配属でしたが、寮関係者からは「だんだん日本
語がわかるようになり、親のように慕ってくれた」「自国の料理を
作ってくれ、皆でアジアの食や文化を学んだ」という声も。生活の
場でも、教職員や寮生が、架け橋生を温かくサポートしています。

　１期生受け入れで課題となったのは、宗教理解と食事配慮（イス
ラム教・ヒンズー教）やSNS利用でした。ボランティアや職員向け
の講座や研修会を開催するとともに、２期生のオリエンテーション
での指導に力を入れる予定です。
　2019年８月には、２期生200人がやってきます。ぜひホストファ
ミリーやボランティアとして本プロジェクトに参加いただき、日本
が大好きという生徒の成長を見守っていただきますよう、ご協力を
お願いいたします。

▶2019年招へい対象国・地域（22カ国・地域、太字下線は本年度新規）
中国、韓国、モンゴル、タイ、カンボジア、ラオス、ミャン
マー、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、フィリ
ピン、インドネシア、スリランカ、インド、モルディブ、ネパー
ル、パキスタン、ブータン、バングラデシュ、トルコ、香港

各種ニュースや体験談はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

  架け橋生からの寄稿
トムクラトック、ポーンチタ （タイ）
ホストスクール：北海道登別明日中等教育学校

　北海道とタイの大きな違いは気温です。布団から出
たくなくなるほど寒くて、今でもまだ慣れていません。（笑）雪が
降っている景色は、何回見ても感動しました。私にはホストファミ
リーが複数家庭いたので、大変でしたが、色々な体験ができまし

宮崎南支部
■ 架け橋生：デヒワラ・リヤナゲー，ギーシャーニ（スリランカ）
　日本はとてもきれいな国で、日本人はとてもやさしいです。家族も仲良
く、1歳半の甥・はると君とよく遊びます。学校では、いろんな先生や友達
がわからないことを教えてくれるので、何でも質問できます。部活のバス
ケットも楽しいです。

■ ホストスクール：宮崎県立日南振徳高等学校（宮崎県日南市）
　ギーシャの理解度に合わせて、各教科の教員が工夫
して教材を作っています。１日１ページの私との交換
日記が、もう２冊目になりました。（松田香織先生）

■ ホストファミリー：西岡さんご家族
　まれに見るやさしい子、頑張り屋です。ギーシャが
我が家に来てから、家族みんながいろんなことに取り
組むようになり、やさしくなりました。いい刺激になっ
ています。

■ LP（担当ボランティア）：井上昭子
　明るくて、いつもニコニコしています。台風が来たときに様子をたずね
たら、「井上さんは大丈夫ですか？」と逆に気遣ってくれました。

山口支部
■ 架け橋生：カウン・サン・ニィ（ミャンマー）
　初めは日本語ができなかったけれど先生方の
助けでどんどん上手になりました。友達もたく
さんできました。帰宅すれば、可愛く面白いホ
ストブラザー達のおかげで疲れが吹き飛びます。
本当の家族のようなホストファミリーに恵まれとても幸運です。

■ ホストスクール：山口県立宇部高等学校（山口県宇部市）
　いろいろな教員に自分から積極的にわからないことを尋ね、一度学んだ
ことをよく覚えている優秀な生徒です。他のクラスの生徒にも自ら関わっ
ていくフレンドリーでマイペースな面もあります。

■ ホストファミリー：原田さんご家族
　素直で優しく明るく、子供たちともすぐに仲良くなり、毎日面白エピ
ソードで笑わせてくれる彼は、今では家族にいなくてはならない存在です。

■ LP（担当ボランティア）：西野愛
　積極的に振舞うよう励ましたところ素直にアドバイスを受け入れ、短期
間で劇的に日本語コミュニケーション力が上がりました。持ち前の性格で
みんなから愛され、私も楽しませてもらっています。

た。ホストのみんなはとても優しく、私をお世話してくれます。学
校はとても楽しいです。クラスメートは面白くてフレンドリーで
す。日本の興味深い文化や言葉をたくさん教えてくれました。私の
趣味は絵を描くことなので、美術部に
入っています。さらに、10月の体育祭
にホームルームの旗を描かせてもらいま
した。友達と協力したことはとても良い
思い出として残っています。

支部と架け橋生

アジア高校生
架け橋
プロジェクト

１期生100人全員がプログラム修了！～架け橋１年目を振り返って
文科省表敬訪問
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　日本政府が進める対日理解促進交流事業「JENESYS2018」の
一環として、インドから高校生、大学生、既卒者あわせて80人が
2018年12月５日～ 12月12日の日程で来日し、「スポーツ（ホッ
ケー）交流」、「環境技術」、「科学技術」、「日本語・日本文化」の４
テーマに分かれてプログラムに参加しました。一行は、テーマ関連
施設・企業の視察や文化体験に参加したほか、学校訪問等で日本人
学生との交流を楽しみました。中国・九州地方に滞在した参加者の
一部は、広島平和学習にも参加しました。また、週末は西日本を中
心に13府県に分かれ、ホームステイも体験。日本の家庭生活を体感
できて大満足でした。参加生たちは、日本の文化や最先端技術など

　AFS の活動を支えているのは、世界５万人以上のボランティアです。現在、日本には全国各地に74の支部と４の学生部がありますが、メ
ンバーは全員が無償のボランティアで、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なかで派遣内定生や留学生を支えていま
す。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、そして留学生をサポートしてくださった支部の皆様に心よ
りお礼を申し上げます。

受入プログラム

支部活動

　６月24日、前橋の第２コミュニティセンターで、留学生３人は、畳
作りと茶道の体験をしました。桑原功先生のご指導のもと、自ら畳を
作り、その後、小出さつき先生（他３人）のご指導のもと、茶道体験も
行いました。とにかく３人とも、どんな時でも、真剣に取り組んでいま
した。貴重な体験でした。あっという間に時間は過ぎていきました。

　９月２日、長野北信支部の支部行事「松本城見学」に参加しました。お城の歴
史、ひいてはこの地域の歴史を解説してもらい、どの生徒も熱心に聞き入り、見
学していました。お城の後は蕎麦の昼食。秋生にとっては初めて食べる日本蕎
麦。春生たちが食べ方を教えてくれます。彼らのセンパイぶりも微笑ましいで
す。午後は四柱神社を参詣してそのあとは自由行動。思い思いに過ごしました。

　松江支部と鳥取県支部は、８月６日～８日の３日間、隠岐ユネスコ世界ジオ
パークを舞台に恒例のサマーキャンプを実施しました。５カ国の高校生はコバ
ルトブルーの日本海でシーカヤック、スイミング、釣り、国賀海岸の絶景を背
景にトレッキングを満喫しました。新鮮なさざえってこんなに美味しいの？海
鮮バーベキューではじめてトライした留学生も次々ほおばっていました。

　10月14日、宮城支部では、宮城県村田町「千寿庵」さんで、秋の
恒例行事であるそば打ち体験を行いました。総勢８人のそば打ち参
加は過去最多です。それぞれペアになり、二人で心を合わせて作り
上げたそばは格別の美味しさでした。留学生同士、とてもいい交流
の機会となり、さらに深く理解し合えたのではないかと思います。

各種ニュースや体験談はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

に興味津々で、各々の体験について積極的にSNSで対外発信したほ
か、成果報告会では、訪日経験を活かした帰国後のアクション・プ
ランについてグループ毎に発表。今後の活動が楽しみです。

【JENESYS参加生の声】
　「日本のテクノロジーとホスピタリティーを学べたのが一番良かっ
たです。美しく、効率的な様子に魅了されました。同じプログラム
に参加したメンバーと同窓会を作り、インドと日本の関係やテクノ
ロジーに関するセミナーや教育的なプログラムを開きたいです」

　「AFSのスタッフやボランティアはとても辛抱強く私たちの面倒を
見てくれましたし、何よりホームステイによって日本にもうひとつ
の家族ができたことに感謝しています。帰国後は、YouTubeチャン
ネルを使って日本でのエピソードを配信したり、大学の文化祭でも
この経験を発信したりしていきます」

受入プログラム

ホストファミリーレポート

　タイから来た留学生パイを受け入れホス
トファミリーとして過ごした10カ月間、
途中長く感じることもありましたが、終
わってみればあっという間でした。パイは決められたことはきちん
と出来る子で、毎朝自分で起きて、少し不便な場所にある我が家か
らバス・電車を乗り継ぎ、一度の寝坊・遅刻なく学校へ通い続け、
帰ってくると弁当箱をきちんと洗って片付けるなどのルーチンワー
クは、ほぼ完璧に続けてくれました。パイはシャイで、自分から積
極的に話をするのは得意ではありませんし、特に自分の感情を表現
するのは苦手であったと思います。それでも、学校で20分間タイ
のことをスピーチするという課題では、私達のみならず、先生や同
級生たちの度肝を抜くような流暢な日本語でスピーチをしたりよく
頑張ったと思います。今回の経験は、私たちの今後にとってプラス
になると思いますし、そうしていきたいと考えております。

»»»»»»»»»»»»»
タイからの留学生を受け入れたホストファミリー（’17-’18）

受入生レポート

　学校生活はたくさん勉強をしてとても楽しいです。水泳などは私
がガーナで受けていない授業で、はじめは少し難しいと思いました
が、今は慣れました。日本に来る前の日本の印象は今のそれと全く
異なります。日本に来るのは子供のころからの夢だったので、私は
日本に来ることができて嬉しかったですが、少し緊張して怖かった
です。日本に来る前は肌の色が違うので皆、私に話しかけるのは難
しく、誰も私を友人にしないだろうと思っていました。しかし、私
は間違っていました。
全ては私が今まで
思っていたのとは正
反対でした。日本は
素晴らしく、親切な
人々がいる世界でも
最高の国です。ガー
ナと日本の文化や慣
習には異なるものが
多くあります。例え
ば、日本では全ての
ものを両手で使うの
が普通ですが、ガー
ナでは年長者に左手
を使うのは大変失礼
です。ガーナでは左
手は汚れていると信
じられているのです。

»»»»»»»»»»»»»»»»»
ガーナからの留学生（’17-’18）

ボランティア活動レポート

　難航していたマッチングを払拭し、ようやく女神の登場か⁉　ロ
シア生に派遣生家庭から引き受けのお申し出。これぞ留学がもたら
した素晴らしいご縁…と、誰もが疑わなかった。マッチングを叶えて
くれたホストファミリーと些細なことでこじれてしまい、そこから予
想もしない移動の連続。言葉の理解やコミュニケーション不足、柔
軟性の欠如…留学生としての資質は決して及第点とは言えず。それ
でも不満を漏らさず、笑顔取り戻し、数えること６軒のホストファミ
リーを経験、無事 プログラム満了。滞在を
繋いで下さった多くの皆様には感謝の言葉
しかない。彼女のように少々手のかかる生
徒に、寄り添い応援しつつも、決して構い
過ぎず程々距離を保ちながら見守る…、そ
うして、気づけばLPの達成感をもらえたよ
うな気がする。今も、当時挫けずに頑張っ
た彼女から郷愁メールが送られてくる。
「帰っておいで、またいつでも日本に！」

LPとは留学生の受け入れ地域に暮らすボランティアの担当者（LP相談員。リエゾ
ン・パーソンの略）。留学生やホストファミリー、ホストスクールのパイプ役とし
て、必要に応じて様々な支援を行っています。LPについてのお問い合わせはこち
らまで：info@afs.or.jp

LP 体験記 学生ボランティアレポート

　皆さんこんにちは。東京学生部ボランティアの安藤元と申しま
す。私がボランティアを始めたきっかけは「自分の留学と同じよう
な悔しさをこれから留学する派遣生に体験してほしくない。」とい
う思いからでした。留学中の私は自分の殻を破れず、目標もない漠
然とした日々を過ごしていました。帰国後は貴重な機会を与えられ
ながらも何も得るものがなかったという申し訳なさを感じながらも
「留学どうだった？」という質問に対して「楽しかった」と笑うこ
としかできませんでした。大学生になり、ボランティア活動してか
ら私の心境の変化がありました。同じ高校留学を体験した仲間たち
から留学の話を聞いたり、参加生に伝えたりする中で自分の留学体
験と向き合った結果「自分の
留学にも意味があった」と思
えるようになりました。ボラ
ンティアはその性質上「人の
ため」といわれることが多い
ですがAFS学生ボランティア
は「自分のため」にもなる活
動だと感じています。

ボランティア活動に参加する
　日本でも、異文化交流を通じて平和な世界を築きたいと願うAFSの趣旨に賛同するボランティアたちが、65年にわたって
高校生留学や国際交流活動を支えてきました。社会人ボランティアは各支部で留学生活の適応サポートやイベントの企画・
運営、選考試験などのお手伝いをします。大学生ボランティアは主にイベントやオリエンテーションの企画・運営を行います。ボランティ
ア活動を通して、異文化・相互理解について一緒に学びませんか？定期的にボランティア説明会も開催しますので、ぜひご参加ください。
（「AFSボランティア」で検索）

東京学生部　安藤　元兵庫県支部   ロシア生LP　苅田　久美子

政府交流事業でインドから80人が来日

畳作りと茶道体験（群馬支部）

松本城見学（長野北信支部行事参加・長野南信支部）

隠岐ユネスコ世界ジオパークでサマーキャンプ（松江支部・鳥取県支部）

秋の恒例、そば打ち体験（宮城支部）

● 2018年の活動より

着物体験成果報告会

広報活動のためのグローバル
フェスタにて
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　松江支部と鳥取県支部は、８月６日～８日の３日間、隠岐ユネスコ世界ジオ
パークを舞台に恒例のサマーキャンプを実施しました。５カ国の高校生はコバ
ルトブルーの日本海でシーカヤック、スイミング、釣り、国賀海岸の絶景を背
景にトレッキングを満喫しました。新鮮なさざえってこんなに美味しいの？海
鮮バーベキューではじめてトライした留学生も次々ほおばっていました。

　10月14日、宮城支部では、宮城県村田町「千寿庵」さんで、秋の
恒例行事であるそば打ち体験を行いました。総勢８人のそば打ち参
加は過去最多です。それぞれペアになり、二人で心を合わせて作り
上げたそばは格別の美味しさでした。留学生同士、とてもいい交流
の機会となり、さらに深く理解し合えたのではないかと思います。

各種ニュースや体験談はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

に興味津々で、各々の体験について積極的にSNSで対外発信したほ
か、成果報告会では、訪日経験を活かした帰国後のアクション・プ
ランについてグループ毎に発表。今後の活動が楽しみです。

【JENESYS参加生の声】
　「日本のテクノロジーとホスピタリティーを学べたのが一番良かっ
たです。美しく、効率的な様子に魅了されました。同じプログラム
に参加したメンバーと同窓会を作り、インドと日本の関係やテクノ
ロジーに関するセミナーや教育的なプログラムを開きたいです」

　「AFSのスタッフやボランティアはとても辛抱強く私たちの面倒を
見てくれましたし、何よりホームステイによって日本にもうひとつ
の家族ができたことに感謝しています。帰国後は、YouTubeチャン
ネルを使って日本でのエピソードを配信したり、大学の文化祭でも
この経験を発信したりしていきます」

受入プログラム

ホストファミリーレポート

　タイから来た留学生パイを受け入れホス
トファミリーとして過ごした10カ月間、
途中長く感じることもありましたが、終
わってみればあっという間でした。パイは決められたことはきちん
と出来る子で、毎朝自分で起きて、少し不便な場所にある我が家か
らバス・電車を乗り継ぎ、一度の寝坊・遅刻なく学校へ通い続け、
帰ってくると弁当箱をきちんと洗って片付けるなどのルーチンワー
クは、ほぼ完璧に続けてくれました。パイはシャイで、自分から積
極的に話をするのは得意ではありませんし、特に自分の感情を表現
するのは苦手であったと思います。それでも、学校で20分間タイ
のことをスピーチするという課題では、私達のみならず、先生や同
級生たちの度肝を抜くような流暢な日本語でスピーチをしたりよく
頑張ったと思います。今回の経験は、私たちの今後にとってプラス
になると思いますし、そうしていきたいと考えております。

»»»»»»»»»»»»»
タイからの留学生を受け入れたホストファミリー（’17-’18）

受入生レポート

　学校生活はたくさん勉強をしてとても楽しいです。水泳などは私
がガーナで受けていない授業で、はじめは少し難しいと思いました
が、今は慣れました。日本に来る前の日本の印象は今のそれと全く
異なります。日本に来るのは子供のころからの夢だったので、私は
日本に来ることができて嬉しかったですが、少し緊張して怖かった
です。日本に来る前は肌の色が違うので皆、私に話しかけるのは難
しく、誰も私を友人にしないだろうと思っていました。しかし、私
は間違っていました。
全ては私が今まで
思っていたのとは正
反対でした。日本は
素晴らしく、親切な
人々がいる世界でも
最高の国です。ガー
ナと日本の文化や慣
習には異なるものが
多くあります。例え
ば、日本では全ての
ものを両手で使うの
が普通ですが、ガー
ナでは年長者に左手
を使うのは大変失礼
です。ガーナでは左
手は汚れていると信
じられているのです。

»»»»»»»»»»»»»»»»»
ガーナからの留学生（’17-’18）

ボランティア活動レポート

　難航していたマッチングを払拭し、ようやく女神の登場か⁉　ロ
シア生に派遣生家庭から引き受けのお申し出。これぞ留学がもたら
した素晴らしいご縁…と、誰もが疑わなかった。マッチングを叶えて
くれたホストファミリーと些細なことでこじれてしまい、そこから予
想もしない移動の連続。言葉の理解やコミュニケーション不足、柔
軟性の欠如…留学生としての資質は決して及第点とは言えず。それ
でも不満を漏らさず、笑顔取り戻し、数えること６軒のホストファミ
リーを経験、無事 プログラム満了。滞在を
繋いで下さった多くの皆様には感謝の言葉
しかない。彼女のように少々手のかかる生
徒に、寄り添い応援しつつも、決して構い
過ぎず程々距離を保ちながら見守る…、そ
うして、気づけばLPの達成感をもらえたよ
うな気がする。今も、当時挫けずに頑張っ
た彼女から郷愁メールが送られてくる。
「帰っておいで、またいつでも日本に！」

LPとは留学生の受け入れ地域に暮らすボランティアの担当者（LP相談員。リエゾ
ン・パーソンの略）。留学生やホストファミリー、ホストスクールのパイプ役とし
て、必要に応じて様々な支援を行っています。LPについてのお問い合わせはこち
らまで：info@afs.or.jp

LP 体験記 学生ボランティアレポート

　皆さんこんにちは。東京学生部ボランティアの安藤元と申しま
す。私がボランティアを始めたきっかけは「自分の留学と同じよう
な悔しさをこれから留学する派遣生に体験してほしくない。」とい
う思いからでした。留学中の私は自分の殻を破れず、目標もない漠
然とした日々を過ごしていました。帰国後は貴重な機会を与えられ
ながらも何も得るものがなかったという申し訳なさを感じながらも
「留学どうだった？」という質問に対して「楽しかった」と笑うこ
としかできませんでした。大学生になり、ボランティア活動してか
ら私の心境の変化がありました。同じ高校留学を体験した仲間たち
から留学の話を聞いたり、参加生に伝えたりする中で自分の留学体
験と向き合った結果「自分の
留学にも意味があった」と思
えるようになりました。ボラ
ンティアはその性質上「人の
ため」といわれることが多い
ですがAFS学生ボランティア
は「自分のため」にもなる活
動だと感じています。

ボランティア活動に参加する
　日本でも、異文化交流を通じて平和な世界を築きたいと願うAFSの趣旨に賛同するボランティアたちが、65年にわたって
高校生留学や国際交流活動を支えてきました。社会人ボランティアは各支部で留学生活の適応サポートやイベントの企画・
運営、選考試験などのお手伝いをします。大学生ボランティアは主にイベントやオリエンテーションの企画・運営を行います。ボランティ
ア活動を通して、異文化・相互理解について一緒に学びませんか？定期的にボランティア説明会も開催しますので、ぜひご参加ください。
（「AFSボランティア」で検索）

東京学生部　安藤　元兵庫県支部   ロシア生LP　苅田　久美子

政府交流事業でインドから80人が来日

畳作りと茶道体験（群馬支部）

松本城見学（長野北信支部行事参加・長野南信支部）

隠岐ユネスコ世界ジオパークでサマーキャンプ（松江支部・鳥取県支部）

秋の恒例、そば打ち体験（宮城支部）

● 2018年の活動より

着物体験成果報告会

広報活動のためのグローバル
フェスタにて
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　私はコミュニケーションをとることがとても
好きなので、留学プログラムの中では現地の学

校の授業に参加することが一番楽しみでした。現地の学校では、
数学、理科、フィリピン語、情報などの授業に参加しました。生
徒はもちろん、先生方もとても親切でした。クラスの友達は話し
てる英語が速かったときやタガログ語で話していてわからなかっ
たときに、簡単な英語で訳してくれる
など私をサポートしてくれました。お
昼の時間には、たくさんの人が「一緒
に食べよう。」などと誘ってくれました。
私はその時間で彼らのいいところをた
くさん見つけることができました。
（2018年短期フィリピン派遣生）

　フランスの学校は時間的拘束も少ないので、興
味のあった自転車以外にも絵画教室に通い、曲芸

乗馬に取り組むなど、様々な新しいことに挑戦できました。また
休暇の度に各方面へ旅行に出かけ、フランスの多様な顔を知るこ
ともできました。このような刺激的な日々の中で、日本との違い
を最も感じたものは、人と人の“近さ”です。フランスでは知り
合いと挨拶をする際に、“ビス”と呼ばれるお互いの頬をくっつけ
あう挨拶、または最低でも握手が行われます。これが物理的な距
離だけでなく、相手と自分
の心の距離も縮めてくれる
のです。日本とは違った環
境に身を置き生活すること
で、より身近に文化を感じ
ることができました。
（’17-’18　AFS64期生）
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年間派遣プログラム

　オルロの人々はとてもフレンドリーで、学校初
日からたくさんの人から話しかけられ、多くの友

達と過ごすことができました。まだスペイン語が分からなくても、
放課後も遊びに誘ってくれたり、スペイン語を教えてくれたりし
ました。ボリビアの人々はとにかくパーティーが大好きで、そこ
では他校の人とも友達になれました。また、ボリビアは家族を大
切にします。ホストファミリー以外の親戚ともよく昼食を一緒に
食べたり、旅行をしたりしました。私がボリビアの特徴を知れる
ようにと、様々な場所へ旅
行に連れて行ってくれまし
た。私にとってボリビアで
過ごした11カ月間は人生
の宝物です。
（’17-’18　AFS64期生）

派遣プログラム

短期派遣プログラム

2019年短期派遣プログラムについて詳細はホームページをご覧ください。
（「AFS　短期留学」で検索）2020年短期留学プログラムは2019年12月中
旬頃情報公開、2020年1月より募集受付開始予定です。

ボリビアフランス

フィリピン 　2018年８月（公財）かめのり財
団主催、第10回中学生交流プログ

ラムがインドネシアにて実施されました。今回のテーマは「多様
性の中の統一」。北海道地域より選ばれた10人の中学生がイスラ
ム教・キリスト教の施設訪問、スマトラ島滞在等を通じ、多宗
教・多民族国家インドネシアの成り立ちについて理解を深めまし
た。街中の様子、生活様式、食事などの違いから、人々の考え方
の違いまで、様々な「違い」を目の当た
りにした参加生でしたが、その違いを楽
しみながら乗り越えていったのが印象的
でした。また、日本紹介ではテーマに絡
み北海道の「アイヌ民族」についてプレ
ゼンテーションをした参加生がいまし
た。日本にこのような少数民族がいるこ
とは知られておらず、驚きの反応だった
そうです。

中学生派遣プログラム

各種ニュースや体験談はホームぺージ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

 応募受付中！
広報イベントレポート

参加者の声
アジア・ユナイト！
•アセアン諸国は日本と距離が近いのに、文化や生活が違うこと、異文化の
素晴らしさを感じた

•言語を学ぶ為だけに留学するのではなく、現地の文化などを知ることも大
切だと分かった

Connecting the AMERICAS
•「バスでも誕生日会でも、日常で常に踊っている」というラテンアメリカの
人々に驚かされた

•ただの言葉の意味だけでなく「多様性のある社会」の実態をより深く知る
ことの重要性を学んだ
国際理解教育出前授業（灘高校）
•ブラジル人と日本人の考え方の違いについて学べた
•自分も「常識」や知らず知らずのうちに持っている「偏見」があることに気
づかされた

　2018年は、高校留学を将来のキャリアを考える一つの機会と考えてもらおうというコンセプトで「アジア・ユナイト！」を日本アセアンセ
ンター（東京）で、アメリカを起点にアメリカ大陸の多様性と留学の魅力を伝えようと「Connecting the AMERICAS」を福岡アメリカンセ
ンターで開催しました。広報イベントはこれらを含め計５回企画し、参加者数は計約400人にのぼりました。また、留学を考える入口として、

国内の学校現場における国際理解教育出前授業にも取り組みました。兵庫県・
灘高校では200人以上の学生を対象に講座を行い、これからの世界を生きる
学生に、自分自身の目＝一人称で様々な視点を学び取ってほしいというメッ
セージを送りました。

　2020年出発の年間留学プログラム（第67期）
は４月15日より応募受付をスタートしました。ア
ジア、北米、中南米、欧州、オセアニアの37カ
国・地域に飛び立つ395人を募集中ですので、ぜ
ひお知り合いの方々にご紹介ください。中学３年
生から応募可能で、一般選考、公募制推薦いずれ
かで受験いただきます。

一般選考
英語、一般教養の筆記試験と、日本語面接を受
ける選考方法です。応募者は、応募した日程の
試験日に決められた会場に集まり、試験を受け

ていただきます。
選考日程：【A日程】６月９日（５月23日締切）、
　　　　　【B日程】７月14日（６月27日締切）、

E日程まであり
選考会場：全国約20会場

公募制推薦
在学校からの指定推薦書、ならびに自己PR書な
どをもとにした書類選考です。
書類受付期間：４月15日以降随時、欧州は５月

31日まで。
　※受験条件、希望国の制限あり。各国の推薦枠
定員に達し次第終了

期募集情報

●ボランティア奨学金（50万円・５人）
●森村豊明会高校留学奨学金（50万円・６人）
●オデッセイIT奨学金（50万円・１人）
●AFSどさんこ奨学金（北海道／50万円・１～２人）
●みちのく応援奨学金（東北地方他／50万円・３人）

●AFS山形ふるさと奨学金（山形県／50万円・２人）
●（公財）新潟市国際交流協会高校生留学奨学金（新潟市／一部・２人）
●（公財）田口福寿会奨学金（岐阜県／50万円・10人以内）
●東海東京財団 留学奨学金（愛知県・100万円・最大５人）

年間派遣プログラムでは様々な奨学金がご利用いただけます。

奨学金についての詳細はホームページをご覧ください。（「AFS　奨学金一覧」で検索）
この他、経済的支援を必要とする方にプログラムの参加費全額と、準備に必要な資金を援助する「平和の鳩プロジェクト」があります（詳細P7）。
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その他の活動

AFS 友の会

AFS日本協会創設65周年　

「AFS 友の会」事務局（AFS 日本協会内）E-mail：tomo@afs.or.jp　FAX：03-6206-1917

＊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。

これまでの活動及び開催予定のイベントの詳細はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

　「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。

記念行事のご案内
開催日時：2019年10月27日（日）　
　　　　　第一部　記念式典　10：30開場　11：00開始
　　　　　第二部　記念レセプション　12：45開始
場　　所：オリンピック記念青少年総合センター　国際交流棟内
　　　　　国際会議室・レセプションホール
　詳しい情報は６月１日より、AFSホームページ・65周年記念事業ペー
ジにてご案内します。
　AFS65周年記念事業ページ
　　https://www.afs.or.jp/event20191027-65a/
　　（参加申し込み・受付も同ページより）

高校留学フェア　アジア・ユナイト！
～驚きのアセアンに学ぶ～

アメリカ大陸の多様性を学ぶ留学フェア～Connecting the AMERICAS～

AFS国際理解教育出前講座
（灘高等学校）

　1954年、８人の高校生がアメリカに留学して始まったAFS日本協会
は今年で65周年を迎えます。記念行事では、AFSを支えてくださる皆さ
まとその歴史を振り返るとともに、今、留学生が何を考え、異文化体験
にチャレンジをしているのか、その姿をご覧いただき、彼らの言葉に耳
を傾け、異文化理解教育の今後の在り方を考えたいと思います。第一部
では、AFS生として日本に学んだモルガン・スタンレー MUFG証券株式
会社のシニア・アドバイザー兼東京理科大学技術経営課教授のロバー
ト・フェルドマンさんに基調講演をしていただき、通常プログラムの留
学生と帰国生、日本政府奨学金「アジア高校生架け橋プロジェクト」の
留学生を加えて、パネルディスカッションを行います。第二部では、多
くの留学生と直に話していただく機会を設けたいと考えております。ぜ
ひ、一人でも多くのご参加を心からお待ちしています。

開催予定
AFS友の会ネットワーキングの集い
「ヴィオラとギターのジャズ風デュオライブの宵」

　AFS友の会設立20年を記念する特別企画です。国内
外の交響楽団で首席奏者、指揮者、音楽監督として長年
活躍を続けるヴィオラの大山平一郎氏と
幅広いジャンルの音楽活動で知られるギ
タリスト・平岡遊一郎氏との「デュオ
101」によるジャズを堪能した後、演
奏者を交えてワインなどを召し上がりな
がらご歓談ください。

日時：2019年７月13日（土）
　　　17時～19時　演奏と懇親パーティ
演奏：デュオ101
　　　（ヴィオラ：大山平一郎　ギター：平岡遊一郎）
会場：メロディヤ南青山
　　　港区南青山2-27-11
　　　（地下鉄「外苑前」より徒歩２分）
会費：3,000円
　　　（ワイン、その他ドリンク、おつまみ付き）
申し込み：http://shortlinks.afs.or.jp/tomonokai

大山平一郎 平岡遊一郎

参加申し込み
フォーム
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　私はコミュニケーションをとることがとても
好きなので、留学プログラムの中では現地の学

校の授業に参加することが一番楽しみでした。現地の学校では、
数学、理科、フィリピン語、情報などの授業に参加しました。生
徒はもちろん、先生方もとても親切でした。クラスの友達は話し
てる英語が速かったときやタガログ語で話していてわからなかっ
たときに、簡単な英語で訳してくれる
など私をサポートしてくれました。お
昼の時間には、たくさんの人が「一緒
に食べよう。」などと誘ってくれました。
私はその時間で彼らのいいところをた
くさん見つけることができました。
（2018年短期フィリピン派遣生）

　フランスの学校は時間的拘束も少ないので、興
味のあった自転車以外にも絵画教室に通い、曲芸

乗馬に取り組むなど、様々な新しいことに挑戦できました。また
休暇の度に各方面へ旅行に出かけ、フランスの多様な顔を知るこ
ともできました。このような刺激的な日々の中で、日本との違い
を最も感じたものは、人と人の“近さ”です。フランスでは知り
合いと挨拶をする際に、“ビス”と呼ばれるお互いの頬をくっつけ
あう挨拶、または最低でも握手が行われます。これが物理的な距
離だけでなく、相手と自分
の心の距離も縮めてくれる
のです。日本とは違った環
境に身を置き生活すること
で、より身近に文化を感じ
ることができました。
（’17-’18　AFS64期生）
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年間派遣プログラム

　オルロの人々はとてもフレンドリーで、学校初
日からたくさんの人から話しかけられ、多くの友

達と過ごすことができました。まだスペイン語が分からなくても、
放課後も遊びに誘ってくれたり、スペイン語を教えてくれたりし
ました。ボリビアの人々はとにかくパーティーが大好きで、そこ
では他校の人とも友達になれました。また、ボリビアは家族を大
切にします。ホストファミリー以外の親戚ともよく昼食を一緒に
食べたり、旅行をしたりしました。私がボリビアの特徴を知れる
ようにと、様々な場所へ旅
行に連れて行ってくれまし
た。私にとってボリビアで
過ごした11カ月間は人生
の宝物です。
（’17-’18　AFS64期生）

派遣プログラム

短期派遣プログラム

2019年短期派遣プログラムについて詳細はホームページをご覧ください。
（「AFS　短期留学」で検索）2020年短期留学プログラムは2019年12月中
旬頃情報公開、2020年1月より募集受付開始予定です。

ボリビアフランス

フィリピン 　2018年８月（公財）かめのり財
団主催、第10回中学生交流プログ

ラムがインドネシアにて実施されました。今回のテーマは「多様
性の中の統一」。北海道地域より選ばれた10人の中学生がイスラ
ム教・キリスト教の施設訪問、スマトラ島滞在等を通じ、多宗
教・多民族国家インドネシアの成り立ちについて理解を深めまし
た。街中の様子、生活様式、食事などの違いから、人々の考え方
の違いまで、様々な「違い」を目の当た
りにした参加生でしたが、その違いを楽
しみながら乗り越えていったのが印象的
でした。また、日本紹介ではテーマに絡
み北海道の「アイヌ民族」についてプレ
ゼンテーションをした参加生がいまし
た。日本にこのような少数民族がいるこ
とは知られておらず、驚きの反応だった
そうです。

中学生派遣プログラム

各種ニュースや体験談はホームぺージ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

 応募受付中！
広報イベントレポート

参加者の声
アジア・ユナイト！
•アセアン諸国は日本と距離が近いのに、文化や生活が違うこと、異文化の
素晴らしさを感じた

•言語を学ぶ為だけに留学するのではなく、現地の文化などを知ることも大
切だと分かった

Connecting the AMERICAS
•「バスでも誕生日会でも、日常で常に踊っている」というラテンアメリカの
人々に驚かされた

•ただの言葉の意味だけでなく「多様性のある社会」の実態をより深く知る
ことの重要性を学んだ
国際理解教育出前授業（灘高校）
•ブラジル人と日本人の考え方の違いについて学べた
•自分も「常識」や知らず知らずのうちに持っている「偏見」があることに気
づかされた

　2018年は、高校留学を将来のキャリアを考える一つの機会と考えてもらおうというコンセプトで「アジア・ユナイト！」を日本アセアンセ
ンター（東京）で、アメリカを起点にアメリカ大陸の多様性と留学の魅力を伝えようと「Connecting the AMERICAS」を福岡アメリカンセ
ンターで開催しました。広報イベントはこれらを含め計５回企画し、参加者数は計約400人にのぼりました。また、留学を考える入口として、

国内の学校現場における国際理解教育出前授業にも取り組みました。兵庫県・
灘高校では200人以上の学生を対象に講座を行い、これからの世界を生きる
学生に、自分自身の目＝一人称で様々な視点を学び取ってほしいというメッ
セージを送りました。

　2020年出発の年間留学プログラム（第67期）
は４月15日より応募受付をスタートしました。ア
ジア、北米、中南米、欧州、オセアニアの37カ
国・地域に飛び立つ395人を募集中ですので、ぜ
ひお知り合いの方々にご紹介ください。中学３年
生から応募可能で、一般選考、公募制推薦いずれ
かで受験いただきます。

一般選考
英語、一般教養の筆記試験と、日本語面接を受
ける選考方法です。応募者は、応募した日程の
試験日に決められた会場に集まり、試験を受け

ていただきます。
選考日程：【A日程】６月９日（５月23日締切）、
　　　　　【B日程】７月14日（６月27日締切）、

E日程まであり
選考会場：全国約20会場

公募制推薦
在学校からの指定推薦書、ならびに自己PR書な
どをもとにした書類選考です。
書類受付期間：４月15日以降随時、欧州は５月

31日まで。
　※受験条件、希望国の制限あり。各国の推薦枠
定員に達し次第終了

期募集情報

●ボランティア奨学金（50万円・５人）
●森村豊明会高校留学奨学金（50万円・６人）
●オデッセイIT奨学金（50万円・１人）
●AFSどさんこ奨学金（北海道／50万円・１～２人）
●みちのく応援奨学金（東北地方他／50万円・３人）

●AFS山形ふるさと奨学金（山形県／50万円・２人）
●（公財）新潟市国際交流協会高校生留学奨学金（新潟市／一部・２人）
●（公財）田口福寿会奨学金（岐阜県／50万円・10人以内）
●東海東京財団 留学奨学金（愛知県・100万円・最大５人）

年間派遣プログラムでは様々な奨学金がご利用いただけます。

奨学金についての詳細はホームページをご覧ください。（「AFS　奨学金一覧」で検索）
この他、経済的支援を必要とする方にプログラムの参加費全額と、準備に必要な資金を援助する「平和の鳩プロジェクト」があります（詳細P7）。
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その他の活動

AFS 友の会

AFS日本協会創設65周年　

「AFS 友の会」事務局（AFS 日本協会内）E-mail：tomo@afs.or.jp　FAX：03-6206-1917

＊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。

これまでの活動及び開催予定のイベントの詳細はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

　「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。

記念行事のご案内
開催日時：2019年10月27日（日）　
　　　　　第一部　記念式典　10：30開場　11：00開始
　　　　　第二部　記念レセプション　12：45開始
場　　所：オリンピック記念青少年総合センター　国際交流棟内
　　　　　国際会議室・レセプションホール
　詳しい情報は６月１日より、AFSホームページ・65周年記念事業ペー
ジにてご案内します。
　AFS65周年記念事業ページ
　　https://www.afs.or.jp/event20191027-65a/
　　（参加申し込み・受付も同ページより）

高校留学フェア　アジア・ユナイト！
～驚きのアセアンに学ぶ～

アメリカ大陸の多様性を学ぶ留学フェア～Connecting the AMERICAS～

AFS国際理解教育出前講座
（灘高等学校）

　1954年、８人の高校生がアメリカに留学して始まったAFS日本協会
は今年で65周年を迎えます。記念行事では、AFSを支えてくださる皆さ
まとその歴史を振り返るとともに、今、留学生が何を考え、異文化体験
にチャレンジをしているのか、その姿をご覧いただき、彼らの言葉に耳
を傾け、異文化理解教育の今後の在り方を考えたいと思います。第一部
では、AFS生として日本に学んだモルガン・スタンレー MUFG証券株式
会社のシニア・アドバイザー兼東京理科大学技術経営課教授のロバー
ト・フェルドマンさんに基調講演をしていただき、通常プログラムの留
学生と帰国生、日本政府奨学金「アジア高校生架け橋プロジェクト」の
留学生を加えて、パネルディスカッションを行います。第二部では、多
くの留学生と直に話していただく機会を設けたいと考えております。ぜ
ひ、一人でも多くのご参加を心からお待ちしています。

開催予定
AFS友の会ネットワーキングの集い
「ヴィオラとギターのジャズ風デュオライブの宵」

　AFS友の会設立20年を記念する特別企画です。国内
外の交響楽団で首席奏者、指揮者、音楽監督として長年
活躍を続けるヴィオラの大山平一郎氏と
幅広いジャンルの音楽活動で知られるギ
タリスト・平岡遊一郎氏との「デュオ
101」によるジャズを堪能した後、演
奏者を交えてワインなどを召し上がりな
がらご歓談ください。

日時：2019年７月13日（土）
　　　17時～19時　演奏と懇親パーティ
演奏：デュオ101
　　　（ヴィオラ：大山平一郎　ギター：平岡遊一郎）
会場：メロディヤ南青山
　　　港区南青山2-27-11
　　　（地下鉄「外苑前」より徒歩２分）
会費：3,000円
　　　（ワイン、その他ドリンク、おつまみ付き）
申し込み：http://shortlinks.afs.or.jp/tomonokai

大山平一郎 平岡遊一郎

参加申し込み
フォーム
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　2018年度（平成30年度）中にご寄付、補助金、助成金、現物でご支援をくださった組織・団体および個人の皆様に心よりお礼を申し上げます。
　ご寄付いただきました方々への感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていただきます。
　文部科学省、外務省、各国大使館にもこの場を借りてお礼申し上げます。

ご支援に感謝申し上げます

寄付者芳名録（2018年１月１日～2018年12月31日） 敬称略・50音順

No.1 4 3AFS NEWSAFS NEWS

ご寄付により多くの人に異文化学習の機会を提供できています

ご寄付・ご支援に関するお問い合せ先　AFS日本協会　TEL：03-6206-1920（直通）Eメール：bokin@afs.or.jp

AFS活動を支援する

AFS平和の鳩プロジェクトがスタートしました！
　「AFS平和の鳩プロジェクト」はAFSを通じてアメリカに留学した故・木下由子氏のご遺志とご
寄付によりスタートしたAFSの新しい奨学金制度です。一人でも多くの若者が異文化と共に生き、
協働の必要性を認識し、公正で平和な世界のために自ら行動できる人材となれるようにとの願いか
ら設けられました。奨学金の受給者（平和の鳩スカラー）にはAFSの年間派遣プログラムの参加
費全額と準備に必要な資金が援助されます。第一期生の募集は2019年6月28日まで。2020年出
発です！
　https://www.afs.or.jp/h/
　同様の支援をしたいという方は、こちらまでお問い合わせください。
　募金・奨学金担当　TEL：03-6206-1920（直通）　Eメール：bokin@afs.or.jp

「AFS山形ふるさと奨学金」　新設！　
　山形の高校生がより積極的にAFSの異文化学習へふみ出せるよう、2018年に設立されました。
より多くの若者が、異文化対応力を育み、自ら行動して前向きな変化をもたらす人材となれるよう応援する、地域貢献型の奨学金で
す。愛称は山形いぐべ奨学金です。山形から海外へ、「いぐべ！」　
　ご寄付は振込用紙、もしくは末尾の〔ゆうちょ銀行 寄付金口座〕で受けつけます。　
　このほかの最新の奨学金情報は、サイトでご確認いただけます。　https://www.afs.or.jp/donate/donatefor/

『One AFS』会費にご協力ください 
　AFS日本協会はより多くの方に継続的にご支援をいただけるよう、従来の維持会員制度を見直し、会費制度を変更しました。一人で
も多くの人に、さまざまな文化・価値観を持つ人々と「共に生きる」スキル、能力、機会を身につけられるよう、年１万２千円から（個
人）をお願いしております。「One AFS会費」は寄付として扱い、AFSの活動全般に活用をさせていただきます。詳しくは同封のチラシ、
サイトをご参照ください。
　One AFS会費ではなく、特定奨学金で支援したい、というお気持ちも大歓迎です。
　みなさまがぜひこの機会にAFSの理念を実現し続けるための寄付の輪に加わってくださることを願っています。

～ご支援・応援ありがとうございます～
　留学を通して日本では見ること
のできない世界を肌で感じ、私の
成長だけではなく日本や世界に貢
献するための活動を図れるただと
ない機会になりました。
　留学中のみならず多くの場面
で私の留学にお力添えくださっ
た多くの方に心から感謝申し上
げます。
　　　　　　　AFSボランティア奨学金受給生（ドイツ派遣）

◆  ◆  ◆

　文化について語るホストファミ
リーや食事の時間の過ごし方など
を通じて、一つ一つの文化の違い
に触れ、それをふと振り返る時、
私はAFSを通じた異文化理解を
感じます。このような素晴らしい
経験は日本ではできない非常に貴
重なものです。そしてこのフラン
スにAFSを通じてくる事ができたのも、奨学金を支えてくださっ
ている方々やAFS留学をサポートしてくださっている方々のおか
げだと感じています。心から感謝申し上げます。
　　　　　　AFSボランティア奨学金受給生（フランス派遣）

～だからわたしは寄付をしています～
　若者たちの教育や活動等について何か自分も
力になれる事がないかと思い、わずかながら振
り込みをさせて頂きました。　　　　（M.H様）

　空港でAFS生を見かけて留学のことを思い
出しました。AFSボランティアも検討しまし
たが、仕事のスケジュールが不定期なため、寄
付をしました。学生さんたちには是非海外で学
ぶ夢を叶えてほしいと思っています。　　　　

（R.A様）

　私が試験に合格でき、夢を叶えることが出来
たのも、多くの方々とのご縁や協力があってこ
そだと思っています。いまは奨学金に寄付をし
ていますが、一人でも多くの学生さんたちが奨
学金の力を借りて、世界に羽ばたいて行ってく
れることを心から応援しています。　（R.A様）

　　　　　　　　　　　　　　　2019年６月より、みちのく応援奨学金、AFSひろしま奨学金の寄付口座は、
【ゆうちょ銀行　〇一九支店　当座　0610779 AFS寄付金口座】に変わります。ご注意ください。

ゼロイチキュウ

奨学金 寄付受付口座が変わりま
す！



109

No.1 4 3AFS NEWSAFS NEWS

2014

〈正味財産〉５年間の推移

2015 2016 2017 2018

細心の注意を払っておりますが、万一ご芳名が見当たらない・不掲載をご希望等、お気づきの点がございましたら、寄付担当までご連絡いただきたく、
お願い申し上げます。

AFS日本協会の事業
　AFS日本協会の事業は、日本から海外に派遣する「派遣事

業」と、海外から日本に受け入れる「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学年間の高校生

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し、ホストファミリーや地域のボラン

ティアは参加生をサポートしながら異なる文化・社会・価値観

に対する理解を深めます。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

カ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人の高校生を米国に派遣して以来、

2018年までに21,243人を48カ国に派遣し、受入事業は、

1957年に9人の高校生を短期で受け入れて以来、2018年まで

に18,573人を89カ国から受け入れてきました。2011年、AFS

日本協会は、内閣府より事業の公益性を認定され、以来公益財

団法人としての活動を続けています。

決算ハイライト

事業のご報告

経常収益
79,918
（千円）

派遣事業収益
53%

受入事業収益
19% 補助金

18%

その他
10%

運用益
4% 会費

9%
その他
2%

寄付金
85%

（2018年１月１日～2018年12月31日）

（2018年1月１日～2018年12月31日）

アジア（22）

アジア（151）

欧州（160）

中南米（54）

北米（106）

欧州（123）

中南米（34）

オセアニア（24）

北米（44）

受入
（377）

派遣
（349）

オセアニア（7）

アフリカ（１）

2018年派遣・受入プログラム参加人数

【1】資産状況

【2】収益の内訳
2018年度の経常収益の合計：1,033,665千円
　　　　　 経常費用の合計：1,001,436千円（内管理費：34,627千円)

プログラム参加人数累計（1954年～2018年）

アジア
オセアニア
中南米
北米
欧州

独立国家共同体
アフリカ
合計
総合計

〈受　入〉
1,961
1,943
777
1,774
2,135

0
7

8,597

〈派　遣〉
820
1,990
1,529
8,084
3,029

0
1

15,453

年間・セメスタープログラム

24,050

〈受　入〉
3,688
2,538
83

3,006
657
0
4

9,976

〈派　遣〉
910
2,866
61

1,802
131
20
0

5,790

短期プログラム

15,766

〈受　入〉
5,649
4,481
860
4,780
2,792

0
11

18,573

〈派　遣〉
1,730
4,856
1,590
9,886
3,160
20
1

21,243

合　　　計

39,816

流動資産
基本財産
特定資産

その他固定資産

資産合計：

552,914
459,605
175,563

53,882

1,241,964

流動負債
固定負債

正味財産

負債/正味財産正味合計：
正味財産当期増減：

232,000
41,597

968,367

1,241,964
＋67,524

正味財産
2018年度
968,367

2014年度
931,178

2015年度
894,077

2016年度
873,813

2017年度
900,843

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：百万円）

※派遣事業収益は、主に派遣生の参加費、受入事業収益は、各国からの受入委託収益となっています。

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。

800

850

900

950

1,000

受入計

派遣計

総合計

参加人数

577人

438人

1,015人（59カ国）

交流国数

59カ国

37カ国

（　）内は人数年間・セメスタープログラム 短期プログラム

オセアニア（10）

アジア
（95）

オセアニア（14）

欧州（10）
欧州（47）

アジア（26）

北米（38）

北米（39）
受入
（200）

派遣
（89）

中南米（10）



AFS NEWS

官邸訪問
（アジア高校生架け

橋プロジェクト）

 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 international, voluntary, non-
governmental, 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 
distinction as to race, sex, language, religion 
or social status. 
AFS activities are based on our core values of 
dignity, respect for differences, harmony, sen-
sitivity and tolerance.

The Core Values and
Attributes of AFS

-Adopted at the 1993 World Congress

AFSの理念

発行人
公益財団法人AFS日本協会
《UNESCOオフィシャルパートナー》
理事・事務局長　河野淳子

〒105-0004　東京都港区新橋5-22-10　
松岡田村町ビル７F

大阪オフィス
〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5-7-11
第８新大阪ビル402号室

TEL：0570-040-555
　　　（ナビダイヤル・平日９:00～12:30、13:30～17:00）
FAX：03-6206-1917（東京）、06-6309-5191（大阪オフィス）
E-mail：info@afs.or.jp

AFSは「持続可能な開発目標（SDGs）」をサポートします。
AFSは、国連が2030年に向けて採択した「持続可能な開発
目標（SDGs）・世界を変えるための17の目標」のうち、目
標4と 目 標16
が、世界をより
よい場所にする
ために役立つ行
程であると考え
ています。
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住所等の変更について
　お住まいやご連絡先に変更のあった方は、同封の「会員連絡
用シート」を事務所宛てにファックスしてください。AFSのホー
ムページ（「Home」⇒「AFSとは？」⇒「AFS友の会・会員情報の
変更」）でもお手続きいただけます。

ホストファミリー募集のポスター掲示にご協力ください。
　現在、鉄道駅等でのポスター掲示のご支援をいただいておりますが、個人でポスター
掲示にご協力くださる方も募集しています。
　AFSではホストファミリーを見つけるのが年々難しくなっています。ホストファミ
リーが見つからないと、日本への留学を希望する各国の高校生の来日が叶いませんの
で、お子様が通われている幼稚園や小学校、地域の活動施設、お知り合いのお店などに
掲示いただけますよう、ぜひ皆さまのご協力をお願いいたします。
▶ご協力いただける方は、ポスター送付先住所・氏名と希望枚数を下記までお知らせく
ださい。
　　事務局　TEL：0570-040-555（ナビダイヤル・平日９:00～12:30、13:30～17:00）
　　　　　　E-mail：info@afs.or.jp

AFS日本協会は今年65周年を迎えます。周年行事についてなどのお知らせを配信いた
しますので、ぜひメールアドレスの登録、更新をよろしくお願いします。

事務局から

お知らせ

発行年月日　2019年５月31日




