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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

度の短期プログラムも企画・運営しています。

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

派遣事業は、1954年に８名の高校生を米国に派遣して以来、

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

2017年までに20,825名を48か国に派遣し、受入事業は、

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

1957年に9名の高校生を短期で受け入れて以来、2017年まで

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

に17,996名を86か国から受け入れてきました。2011年、AFS

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

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

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

団法人としての活動を続けています。

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

事業のご報告

（2017年1月１日〜 2017年12月31日）
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（平成29年４月１日〜平成29年12月31日）

決算ハイライト

※事業年度変更に伴い、平成29年度は９ヶ月決算となっております。

【1】資産状況

（単位：千円）

流動資産

548,434

流動負債

184,250

基本財産

459,605

固定負債

38,250

特定資産

82,811
正味財産

900,843

その他固定資産

32,492

資産合計：

1,123,342

負債/正味財産正味合計： 1,123,342
正味財産当期増減：

（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
正味財産

856,670

931,178

894,077

873,813

〈正味財産〉５年間の推移
950

＋27,030

【2】収益の内訳
平成29年度の経常収益の合計： 708,168千円
経常費用の合計： 664,904千円（内管理費：21,780千円）

運用益
5%

受入事業収益
24%

派遣事業収益
67%

経常収益

補助金
15%
その他
9%

79,918
（千円）
寄附金
56%

900

850
会費
12%
その他
13%

800

750

（単位：百万円）H25

※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。
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ご挨拶
公益財団法人AFS日本協会

理事長

加藤

暁子

AFS日本協会は来年65周年を迎えます。これまでに受け入れた世界からの高校生は約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。これもひとえに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。
今年２月には、２年に１度の全国ボランティア大会が開かれ、全国75支部1,600人のボランティアを代表して、200
人余りが参加し、多様性をどう受け入れるのかというボランティアが直面している難しいテーマを真剣に話し合うことが
できました。実り多い議論にご参加していただいた皆さま、本当にありがとうございます。
AFS日本協会は、今年８月から新しいプロジェクトにチャレンジします。
「アジア高校生架け橋プロジェクト」
。日本政
府が、日本で学ぶことを希望するアジア20か国からの高校生を５年間で1,000人、無償で招聘することとなり、AFS日
本協会が実施団体として選ばれました。
AFS国際本部では、ダニエル・オブスト会長が就任して「One
AFS」という理念のもと、AFS組織の強化やホストファミリー、ス
クールの機会の拡大を図ると同時に、政府やこれまでAFSに関わっ
てこなかった国や組織と協働することを打ち出しました。まさに、
この「アジア高校生架け橋プロジェクト」は、その理念を具体化す
る事業です。
日本が大好きで留学したくても、経済的理由から夢がかなわな
かったアジアの高校生たちに光をあてることはもちろん、これまで
AFSの事業を行っていない国々に手を差し伸べ、AFSのネットワー
クを広げることができます。

AFS のアジア太平洋地域の会議である AFS Asia Paciﬁc Initiative
（AAI）。2018 年 4 月にバンコクにて。

パキスタンでは約2,100人、タイでは約200人、マレーシア、カンボジアではそれぞれ約100人の応募があり、他の
国々からも多くの応募をいただきました。応募用紙には、流ちょうな日本語で「日本の小説をたくさん読んでいます。将
来は小説家になりたい」
「日本は憧れの国。将来は冤罪を防ぐような弁護士になりたい」などと熱い思いが書かれていて、
胸が熱くなるとともに、身の引き締まる思いがしました。初年度は、８月末から半年間、全国の家庭、寮に滞在しなが
ら、学校に通います。
もちろん、当協会では、従来のプログラムにも力を入れています。とりわけ、昨今の混沌とした世界を取り巻く状況
で、日本からの長期留学生の希望者が年々少なくなっているのが気がかりです。AFSの強みは欧米など英語圏だけでな
く、世界中の国々に日本からの高校生を派遣できることです。
2020年度から日本の大学受験は大幅に変わります。英語では、従来の「読む」
「聞く」に加え、
「書く」
「話す」の４技
能が求められ、面接や小論文などが重視され、高校時代に勉学のほかにどのような活動をしたかが問われることとなり
ます。英語ができる人は増えましたが、第２、第３外国語ができることは就職活動でも強みとなります。まさに英語圏以
外を強化しているAFS留学は社会が求める機会です。
また、地方自治体では、地方再生の一環として国際化を促進することが求められています。普通高校に加えて、農業高校
や工業高校、商業高校、水産高校など専門性のある高校でも国際化を推進する高校が増えています。受け入れに関しても
60か国近い世界とのネットワークをもつのはAFSだけです。今後、日
本全国の地方自治体との連携にも力を入れていきたいと思います。
現在、ホストファミリーを募集しています。高校生が家族にいる家
庭だけでなく、様々な年齢層の方々にホストファミリーになっていた
だき、異文化体験していただくことで、日本の国際化が進む一助にな
ればと考えます。是非、ご協力、お声がけのほどお願い申し上げます。
７月に事務所が移転しました。心機一転、事務局・ボランティアと
ともにAFS活動の輪を広げていきたいと思います。どうぞ応援のほ
AAI の開催国となったタイの理事長（中央）
、事務局長（中央右）と

ど、よろしくお願い申し上げます。
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文部科学省 ×AFS

アジア高校生架け橋プロジェクト始動

びっくりするけど、ホッとする 、教育の国際化を目指して〜

2017年６月に開催された国際交流会議「アジアの未来」の安倍

う、全国の寮のある高校に一斉に呼びかけを行い、一校ずつ交渉と

総理大臣スピーチにおいて、「日本語を学ぶアジアの高校生たちに、

調整を行っています。文科省からも、各都道府県やスーパー・グ

10か 月、日 本 で 暮 ら せ る 機 会 を 提 供 し ま す。規 模 は 今 後 ５ 年 で

ローバル・ハイスクール等への協力要請が行われていますが、今後

1,000人」との発言がなされました。上記発言を踏まえ、アジア諸

５年間続くプログラムであることから、さらに多くの方々の協力、

国で日本語を学ぶ、または学ぶ意欲のある優秀な高校生を日本全国

サポートが必要となっています。

の高校に招聘し、日本人高校生との国際交流を深めることを目的と

本プロジェクトは、アジア諸国の高校生に学びの機会を与えると

した新規事業として「アジア高校生架け橋プロジェクト」が、文部

いうことに留まらず、日本の教育の国際化ということが重要なテー

科学省予算で成立しました。

マとなっています。日本の高校生が、将来一番身近なパートナーで

AFS日本協会は、公募により、本プロジェクトを実施する団体に

あり助け合うアジア諸国の人々と実際に触れ合って、刺激を受け、

決定しました。通常の受入プログラム生のほか、今年は100名の本

お互いの国や文化への理解を深め、国際感覚と寛容性を磨いていく

プロジェクトの高校生が来日します。

ことには大きな意義があり、教育団体としてのAFSが社会にインパ

AFS日本協会ではこれまでにも様々な受託・補助事業を行ってき

クトを与えられる取り組みであると考えています。

ましたが、その多くが１か月未満の短期プログラムであったのに対

ぜひホストファミリーやボランティア活動を通して、本プロジェ

し、今回は約10か月間（初年度は半年間）の長期プログラムであり、

クトに参画いただきますよう、皆様のご協力をよろしくお願いしま

さらに、来日人数も通常の受入プログラムとほぼ同規模ということ

す。

で、過去に類をみないほどの大きなチャレンジとなっています。
来日生徒の募集、選考、オリエンテーションなどの事前準備指導
は、通常プログラム同様に各国AFS組織が行っていましたが、AFS

▶2018年招聘国（17か国予定）

中 国、韓 国、モ ン ゴ ル、タ イ、カ ン ボ ジ ア、ラ オ ス、ミ ャ ン

組織のない国については、周辺国のAFS組織が日本大使館等と連携

マー、ベトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシア、スリ

しながらその役割を担えるよう、協働体制が組まれました。

ランカ、インド、ネパール、パキスタン、ブータン、バングラデ

また、日本国内においても事務局内に特別チームを編成するとと

シュ

もに、滞在形式として、ホームステイのみならず寮を活用できるよ

AFSタイの職員と文部科学省を訪問

AFSタイの職員と、寮滞在の受け入れを行っていただく
麗澤高校を訪問

ホストファミリーになる
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。
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在日タイ大使館を訪問

アジア高校生架け橋プロジェクトに
関する取材、お問い合わせ
電 話：03-6206-1919
メール：kakehashi@afs.or.jp

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：03-6206-1911
メール：info@afs.or.jp
＊来日後最初の１ヵ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。
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EFIL-AAI⎛⎝AFSネットワーク

共催プロジェクト

欧州−アジア太平洋地域⎞
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“Peace in Europe and Asia through global Citizenship Education”
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P.E.A.C.E

2017年 春、「世 界 市 民 教

イより９名の高校生がドイツ、ハンガリー、イタリア、ポーランド

育」という大きなテーマの下

に派遣されました。４月にブリュッセルで行われたファイナルキャ

に、アジア・ヨーロッパ間の

ンプでは本プログラムの特徴

新規交流プロジェクトが発足

で あ る「Active Project（課

しました。EFIL（欧州AFSネッ

外活動）」の発表が行われ、成

トワーク）の主導により、初

果の共有と第１期生のプログ

回はインド・デリー、昨年末

ラム修了式が行われました。

にはベルギー・ブリュッセル

2018年 夏 に は ヨ ー ロ ッ パ か

にて企画会議が行われまし

らアジアへの派遣が行われま

た。「EU市 民 育 成」を 掲 げ た

す。日本にはハンガリーから

ヨーロッパ間交流プログラム

１名が８月末に来日、東海支

（ECTP）をモデルとし、本プログラムは新規３か月プログラムと

部のご協力を得て、受け入れ

して2018年１月に本格始動。初年度はインドネシア、インド、タ

を予定しています。

参加生（第１期生）

企画会議（デリー）

支部活動
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75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。

● 2017年の活動より

秋のつどい 2017（神奈川支部）

春日若宮おん祭大宿所詣に参加（奈良支部）

神奈川県内４支部の留学生、神奈川支部派遣内定生等、総勢43
名で秋のつどい2017を臨港パーク(横浜市西区)にて開催しまし
た。運動会や異文化理解をクイズ形式にしたアクティビティ、
ディスカッションを通して、様々な立場の人が交流しました。最
後には参加者全員の笑顔にも恵まれ、素敵な一日になりました！

12月15日、「春日若宮おん祭大宿所詣」にスイスからの留学生
ジュリアンが参加しました。奈良市商店街振興会の皆様と一緒に
時代衣装を着てJR奈良駅から市内商店街を練り歩き、大宿所では
伝統行事「御湯立」が行われました。たくさんの方と一緒に写真
を撮り、人気者になっていました。

● 2018年の活動より

巫女さん体験（大分中部）

光市虹ヶ浜の鯉のぼりプロジェクト（山口支部）

大分市で成人式が開かれた１月７日、去年の秋から滞在中の年
間生Eleonora（イタリア）とLina（ドイツ）が春日神社にて巫
女さん体験をしました。おみくじのもち場を任されている時は神
妙にしていましたが、体験が終わると本殿前でおどけてみせてく
れました。

４月28日、今年も光市虹ヶ浜の鯉のぼりプロジェクトの設置作
業に参加させていただきました。女の子は炊き出しのお手伝い、
男の子は土台を埋める穴を掘る作業を行いました。頑張った後の
炊き出しのカレーは格別で山盛りのお代わりもペロリ。今年も楽
しみながら頑張って貢献しました。

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。
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受入プログラム
ホストファミリーレポート »»»»»»»»»»» » »

受入生レポート » » » » » » » » » » » » » » » » »

アルゼンチンからの留学生を受け入れたホストファミリー（ 17- 18）

アメリカからの留学生（ 17- 18）
私は美術部とイラスト部に入りました。体育祭のおうえんだん
も入りました。おうえんだんはアメリカで存在しません。89人の
生徒と一緒に三つのダンスを練習しました。ある日、無理をして
しまい、具合が悪くなりました。他の生徒に迷惑をかけました。
ホストファミリーにも迷惑をかけました。自分の体調は自分のた
めだけでなく、みんなにも迷惑にならないように注意しなければ
ならないということを学びました。この経験で気づいたことがあ
ります。アメリカと日本との一番大きな違いは、個人を見る方法
だと思います。アメリカ人は他人より、独立や個人的な達成の方
が重要だと考えると思います。アメリカ人に比べて日本人はみん
なと一緒に平和に暮らせるように周りの人々にもっと配慮してい

アルゼンチンからの留学生（通称ビッ
キー）を８月から約半年受け入れまし
た。既に日本に来て半年ほど経過し、
学校での生活も順調で、我が家にきて
も、日本語での会話で十分に対応が可
能でした。食事も特に好き嫌いなく、特別なメニューを考えなく
ても良かったのは、今振り返るとホストファミリー孝行の留学生
だったと思います。10月には学校のオープンハウスがあり、ビッ
キーは準備で毎日忙しくしていました。アルゼンチンの学校では
このようなイベントはないとのことで、本人は充実した毎日だっ
たようです。学園祭当日は分刻みのスケジュールをこなし、ダン
ス部の主要なメンバーとして素敵な踊りを披露し、クラス演劇で
は難しい日本語のセリフで笑いをとり、ディベートでは優勝し、
ホストファミリーとしては実の子以上に誇らしい娘となりました。

ると思います。

ボランティア活動報告
LP 体験記

学生ボランティアレポート
群馬支部

馬場

純子

私は今回初めてLPをさせていただきました。オーストラリアか
ら来た15歳の少年ブレイクです。自分の娘以外で深く関わること
がなくなってきた子供を、しかも言葉の問題もある海外の留学生
をきちんとフォローできるのだろうかと、最初はドキドキでした。
LPという仕事は、留学生とホストファミリーとホストスクールを
繋ぐという役割をもっていますが、私は繋ぐことができているの
だろうか？といつも思っていました。
LPは、そのように自分自身を振り返
ることをさせてくれる素敵な役割だと
感じました。
あどけない15歳のブレイクが日本で
16歳になり、顔立ちや考え方も少しず
つ成長していく姿を見るのはとてもワ
クワクします。この日本での経験が、
彼のこれからの人生にいい影響を与え
てくれますようにと心から願います。
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

「Think Globally, Act Locally」
AFS新潟支部

学生部代表 渡部

晴矢

こんにちは、AFS新潟支部学生部代表の渡部晴矢です。私は62
期でデンマークに留学しました。留学中、40か国150人のAFSers
たちと地球市民を訴えるパレードに参加したことは今でも忘れられ
ません。新潟でもいつかそれをやりたい！ AFSをもっとたくさん
の人に知ってほしい！という思いから、学生部新体制として今年度
よりインスタグラムなどでの情報発信や地域の国際交流イベントへ
のブース出展等積極的に活動しています。学生ボランティアの数も
60人ほどまで増加し、中学生から大学生まで幅広い年代の学生が
ともに活動しています。地域の国際理解イベントではたくさんの市
民がAFSを知ってくれました。草の根レベルの活動ではあります
が、今後もAFSを通じて町おこしに貢献していきたいと考えていま
す。機会があ
れば国内の支
部・学生部と
もイベントな
どを通じて交
流できたらな
と思います！

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、約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）
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派遣プログラム

No.1 4 2

応募受

付中！

年間派遣プログラム
2019年出発年間派遣プログラムでは39か国の地域へ409人を派遣予定です。選考日程、募集継続国についてなど、詳細はホームページをご覧ください。

スイス

小さい頃からずっと惹かれていたスイスですが、
実際の生活は私の期待を裏切りませんでした。都市

マレーシア

ラマダン期間中は日が昇っている間食べるこ
とはもちろん、飲むこともできないのでエネル

部でも自然に恵まれ、登山をしたり、湖で泳いだり…。スイス人

ギーを消費しないように出かけず、家でゆっくり過ごします。家

の多くは自然との付き合い方をよく知っています。振り返ってみ

族みんなが１日中同じひとつの空間にいるのは、なんだかいいな

ると、私は留学中に大変な苦労はしなかったなと思います。こん

と思いました。日本では時間がないと言って家族と過ごす時間が

なに全てが円滑に進んだの

少なかったと反省しました。辛かったけどみんなで食べる日が沈

は周りの人たちにずっと支

んでからの食事はいつも以

えられていたからでした。

上に美味しくて楽しくて毎

ホストファミリーの、現地

日が特別でした。イスラム

で知り合った人々の優しさ

教文化からイスラム教のこ

があったからこそ、こんな

とはもちろん家族との関わ

に素敵な留学生活が送れた

りの大切さも学びました。

のだと気付きました。

（ 17- 18

AFS64期生）

（ 17- 18 AFS64期生）
※2020年出発年間派遣プログラムは2019年3月頃情報公開予定です。

短期派遣プログラム
オーストラリア

初めてホストファミリーに会った時はと
ても緊張しましたが、数日経てば慣れてき

中学生派遣プログラム

毎年、派遣国や
テーマが異なる（公

て、「今はこの家族の一員なんだ」という自覚が出てきました。朝

財）かめのり財団主催の中学生交流プログラム、2017年は 11月

食と昼食は自分で用意し、夕食はお父さんとお母さんが作ってく

に実施しました。今年は「環境を考える」をテーマに、中国におけ

れました。現地のFish and chipsはとても美味しく最高でした。

る環境問題について理解するセッション・地方へのフィールドト

お父さんとお母さんがゲームセンターを経営しており、学校帰り

リップ、学校訪問、現地家庭へのホームステイ等を実施しました。

にそこに行き、ロッククライミングやシューティングゲームも出

参加した中学生は出身地域に関する環境

来たので毎日が楽しかったで

問題のプレゼンテーションを出発前に準備

す。休日には山に登ったり、

し、現地で発表を行ったり、環境対策が進

街へ遊びに連れて行ってくれ

んでいるといわれる江蘇省常州市へ行き、

たりと、とても充実した時間

ソーラーパネル工場やリサイクル処理施設

を過ごせました。

を視察しました。また、中国の一般家庭へ

（2017年短期オーストラリ

のホームステイを通じ、生の中国文化や言

ア派遣生）

葉は通じなくてもホスピタリティーあふれ

AFS2019年サマープログラム（短期留学プログラム）は2018年12月中旬情
報公開、2019年1月より応募受付開始予定です。

る中国人の優しさに触れることができたよ
うです。

フィエスタ・ラティーナ2018
昨年大盛況に終わったフィエスタ・ラティーナ。スペイン・ポルトガル語圏の魅力を発信するための本イベントを、今年は規模を拡大して
二回開催しました。ブラジル大使館、インスティトゥト・セルバンテス東京との共催のもと、それぞれの会場を提供いただき、総勢約200名
が参加しました。参加した中高生には、各国ブースやパネルディスカッションなどを通して、楽しみながら言語やそれぞれの国の魅力を発見
してもらえたと思います。

ブラジル大使館での開催レポート

広報インターン

永井

颯斗

５月26日に駐日ブラジル大使館でフィエスタ・ラティーナを開催し、当日は35名の参加者と共に
スペイン・ポルトガル語圏の魅力を楽しみました。
オープニングはブラジル大使館の文化担当ガルシアさんからブラジルの文化や歴史に関して、ブラ
ジルの綺麗な風景の写真などと共に紹介していただきました。現地の方からの紹介ということで、参
加者の多くが釘付けとなっていました。その後に行われたパネルディスカッションでは、ブラジル駐
在経験があるアメリカ帰国生がモデレーターを務め、ブラジル大使館のレアンドロさん、インスティ
トゥト・セルバンティス東京教育学習部長のハビエルさん、アルゼンチン、ベネズエラ、ホンジュラ
スの帰国生、総勢５名よりスペイン・ポルトガル語圏の魅力やキャリア形成についてお話しいただきました。この際、ブラジル帰国生と
ボリビア帰国生が通訳として活躍しました。そしてコーヒーブレイクの時間には、ブラジルの伝統的なお菓子であるポンデケージョと共
にブラジルの美味しいコーヒーをいただきました。この時間には、個別相談会として、各ブースにおいて出演者、帰国生、事務局職員、
そして大使館の方々が、留学にあたっての悩みや気になることなど、参加者の疑問に答えました。
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。
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AFS Global としての取り組み
AFSの新たな指針「アクラ宣言」

国際本部会長ダニエル・オブスト氏の来日
〜 Learning to Live Together−共に生きることを学ぶ

国際社会の中でAFSが果たすべき役割は何か―
2017年10月、ガ ー ナ の ア ク ラ で 開 催 さ れ たAFS国 際 総 会

2016年11月に国際本部会長に就任し

（AFSネットワーク会議）で、AFSの立場と役割を国際社会に示

たダニエル・オブスト氏が、2018年２

す「アクラ宣言」が発表され、同総会に出席した世界120のAFS

月17日〜 18日に東京で開催された全国

代表者が署名を行いました。この宣言で、AFSは、「公正で平和な

ボランティア大会に出席するため、就任

世界を実現させる唯一の道は、国際社会が多様性を尊重し、寛容

後はじめて日本を訪れました。基調講演

な姿勢を大切にし、互いに協力して喫緊の課題に取り組むことで

では、自身の家族が、彼が幼い頃からカ

ある」と、力強く訴えています。具体的な目標として『活動的な

ンボジア、インド、コロンビアからの養

グローバル市民の育成』『教育機関のグローバル化』『異文化教育

子を受け入れてきたという背景を導入と

の普及』が掲げられ、国際本部のリーダーシップのもと、各国で

して、その多様性に富んだ環境から学ん

様々な取り組みが行われています。

だことに関連付けながら、AFSにとって大切なことを３つのメッ

国際本部会長

セージとして語りました。
１つ目は、共感力、異文化理解力が大変重要であること。開か
れた教育環境で異文化と正面から向き合うことによって偏見や無
知を克服できるようになってほしい。
２つ目は、誰にでも学ぶ権利があるということ。価値観が異な
る人と共生し、変化に対応でき、オープンでいることが重要であ
ること。
３つ目は、ボランティアリズムの重要性。前身組織の救護輸送
ドライバー達が、大戦終結直後に交換留学制度をスタートさせた
ことは大変意義ある行動であった。平和を希求する理念に基づい

世界中のAFS関係者に向けたニュースレター
「AFS Now」

たボランティアリズムは、世代や文化を超えて世界が一つになる
ことを目指し、崇高なボランティア精神には、人を勇気づける力

国や立場の垣根を越えて、世界中の関係者がAFSグローバル・

がある。一方、これまでのAFSの先輩達が残した遺産に甘えるこ

コミュニティの一員であると認識できるよう、各地のAFS活動を

となく、これから多様に変化してゆく時代に対応していくことも

国際本部から直接届けるメールニュース「AFS Now」が発行され

求められている、と締めくくりました。

ました。
AFS日本協会にメールアドレスを登録いただいている皆様に
は、本メールニュースの配信を希望するかど
うかをご案内しております。アドレス未

SDGs・教育団体としての活動
国連が2030年に向けて採択した「持続可能な開発目標（SDGs）
」

登録または登録があるかどうか不明な

は、すべての人々にとって世界をよりよい場所にしていくための

方は、会員情報変更のFAXシートまた

指針であるとAFSは考え、目標４「質の高い教育をみんなに」
、目

はWEBフォームにて、AFS日本協会ま
でご連絡ください。

標16「平和と公正をすべての人に」を積極的に支持することを表
明しています。日本協会でもSDGsに取り組む教育業界とのネット
ワークづくりのため、交流会やイベントへの参画を始めています。

その他の活動

AFS 友の会

「AFS友の会」は、AFS活動の継続・発展のため、AFSに関わるすべての人を対象にしたネットワークとして、講演会や交流会、チャリ
ティーコンサートなどを開催しています。
「AFS 友の会」事務局（AFS 日本協会内）E-mail：tomo@afs.or.jp

FAX：03-6206-1917

開催予定
第14回 AFS友の会チャリティーコンサート
「内なる世界を観る
〜ストラディヴァリウスの音色と共に〜」
演奏：ヴァイオリニスト 高雄

敦子さん

高雄敦子さんは英国王立音楽院を首席卒業。在学中、全
額奨学金で渡仏し、数々の賞を受賞。帰国後は京都の寺社
での演奏の他、レクチャーコンサートや子供の音楽教育な
ど、独自の演奏・音楽活動を展開。今回も2014年より貸
与されているストラディヴァリウスで演奏していただきま
す。

日時：2018年10月27日（土）19：00開演
会場：近江楽堂（東京オペラシティ３階）
（京王新線「初台」駅直結）
料金：社会人 3,000円
学生 1,500円
申込：９月よりWeb受付開始。
〈http://shortlinks.afs.jp/tomonokai〉
曲目：主よ人の望みの喜びを/J.S.バッハ
ユーモレスク/ドヴォルザーク
無伴奏ヴァイオリンパルティータより/J.S.バッハ
ほか

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。
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AFS 活動を支援する

No.1 4 2

みなさんからのご支援で、AFSの異文化学習を推進できます
AFSの留学プログラムでは、日々の普通の生活の中で異文化に触れること
で、違いを尊重し、その違いを楽しむ経験を提供しています。生徒たちはその
体験を通して自らの視野を広げ、固定観念にとらわれない柔軟な考え方を養
い、自信をつけ、異なる文化の人々と協働できる力を磨きます。
経済活動はもとより、コミュニティにおいても異なる文化背景をもった人と
の共生がテーマとなり、各所で「持続可能な開発目標（SDGs）
」を意識した取
り組みが始まるなどの背景もあいまって、AFSが提起し活動の根幹に据えてい
る「共に生きることを学ぶ」能力に対する社会的な関心は、ますます高まって
います。
さらにAFSはいま、身近な生活の場面でも世界でも、みずから行動して前向
きな変化をもたらすことができるよう、あらゆる世代の人々に対し、異文化を理解する知識とスキルを提供するための活動を強
化しています。ボランティア活動やご寄附を通じて、一人でも多くの方にAFSの活動の輪に加わっていただけることを願って
います。

▶ボランティア活動
AFSのボランティア活動への参加は、多様な人種、文化の背景をもつ人々と「共
に生きることを学ぶ」機会になります。留学生のサポートや受け入れ、海外から
の留学生のコミュニティへの紹介、交流イベントの実施などを通じ、AFSの活動
を支えてください。異文化学習に関する研修もあります。
https://www.afs.or.jp/volunteer/

▶一般寄附
一般寄附は、派遣強化国へのプログラム参加費支援や、ボランティアの活動資
金として、また途上国から日本に留学する生徒への参加費支援金のほか、異文化
理解を促進するためのICL（Intercultural Learning）プログラムの開発資金などに幅広く活用されています。

▶奨学金基金へのご寄附

AFS 奨学金

意欲に満ちたあらゆる生徒にAFSの「異文化学習の旅」に参加する可能性を提供するのが奨学金の制度です。特定の地域から世界
に羽ばたく人材を支援する奨学金や、経済的な必要度が高く成績優秀な生徒に提供する「AFSボランティア奨学金」などがあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

奨学金受給者より

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

奨学金を受給して留学した生徒の声をお届けします：
「日本で育った自分には無縁だった『難民キャンプ』で生まれ育った人との出会いをきっ
かけに、移民問題を私にも関係のあることと考えるようになり、他のヨーロッパの国から
留学に来たAFSの友人達とも移民や難民について話したりするようになりました。それ
まで学校、部活、塾くらいしか知らなかった私の世界がこの半年で一気に海を越えて広が
りました。」（フィンランド派遣）
「留学することを決めて本当に良かったと思っています。この体験で私が得たものは、普
通に日本の高校で勉強して、大学に行くという過程では絶対に得られません。日本や現地
で支えてくれた方々、AFS協会と奨学金関係者の皆様には本当に感謝しています。
」
（ス
イス派遣）

AFSへのご寄附は、簡単かつ確実に継続いただける「マンスリー・カード・サポーター」をご利用ください。
https://www.afs.or.jp/donate/
ご寄附・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
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AFSの理念
AFSの目的

AFS Statement of Purpose

A F S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の基本的価値観と立場
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

AFS is an international, voluntary, nongovernmental, non-proﬁt organization that provides intercultural learning opportunities to
help people develop the knowledge, skills and
understanding needed to create a more just
and peaceful world.

The Core Values and
Attributes of AFS
AFS enables people to act as responsible
global citizens working for peace and understanding in a diverse world. It acknowledges
that peace is a dynamic concept threatened

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

by injustice, inequity and intolerance.
AFS seeks to aﬃrm faith in the dignity and

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

worth of every human being and of all nations

努力する。そして、人種、性、言語、宗教、社会的地位の

rights and fundamental freedoms without

違いとは無関係に、人権と基本的自由が尊重されるよう、

distinction as to race, sex, language, religion
or social status.

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

から
事務局
せ
お知ら

and cultures. It encourages respect for human

AFS activities are based on our core values of
dignity, respect for diﬀerences, harmony, sensitivity and tolerance.

AFS世界会議で採択

事務所移転のお知らせ

７月９日より下記の住所へ移転しました。
〒105-0004 東京都港区新橋5-22-10 松岡田村町ビル７F

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 03-6206-1911 koho@afs.or.jp

-Adopted at the 1993 World Congress

発行人
《UNESCOオフィシャルパートナー》

公益財団法人AFS日本協会
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
TEL：03-6206-1911 FAX：03-6206-1917
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：06-6309-5151 FAX：06-6309-5191
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。

AFS日本協会は来年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、ぜひ会員登録、更新をよろしくお願いします。
発行年月日

2018年８月６日

