
今年も春組秋組各 3 名に加えて、アジアの架け橋

プログラムの留学生 3 人が、北神奈川支部にやって

きました。 

生徒は、それぞれの高校に通うだけでなく、異地域

交換プログラム、フジキャンプ、広島平和学習などい

ろいろな行事に参加し、日本での経験を深めます。 

多くの留学生を受け入れることができますのも、

ホストファミリー、ホストスクールをはじめ、さまざ

まな形で活動をサポートしてくださる皆様のお陰で

す。感謝申し上げます。 

 

 

2019 年間行事 

■1/14（月祝） 

2018 春生帰国前オリエンテーション、

2018 秋生中間オリエンテーション、 

64〜66 期派遣生保護者会、春生歓送会、 

66 期冬組派遣生壮行会、支部総会 

■1/20（日） 

2018 春生（アリアン）帰国見送り 

■5/18（土） 

2018 秋生（ジョニー）帰国見送り 

■5/26（日）支部 LP 研修 

■9/1（日） 

秋生・アジアの架け橋生 1 週間オリエンテ

ーション 

■9/29（日） 

秋生１ヵ月オリエンテーション、春生中間オ

リエンテーション、ホストファミリーの会、

秋生歓迎会 

■6/23（日） 

2018 秋生帰国前オリエンテーション、 

歓送会 

■2/3（日） 

2018 春生（ニーン・大輝）帰国見送り 

■3/23（土） 

 

支部到着 

■3/31（日） 

2019 春生 1 週間オリエンテーション、 

歓迎会 

■7/6（土） 

2018 秋生（アレ・カルロス）帰国見送り 

■7/25（木）～7/29（月） 

春生、藤野でボランティア体験「福島の子

どもたちのキャンプ」 

■7/28（日） 

留学説明会、 

65 期夏組派遣

生帰国報告会 

■10/19（土）～10/27（日） 

異地域交換プログラムで栃木支部より生徒

受入れ 

■10/20（日）民家園遠足 

■10/27（日） 

秋春生 AFS 日本協会

65 周年記念行事出席 

■4/13（土） 

春生１ヵ月オリエンテーション 

■4/14（日） 

留学説明会、65 期冬組派遣生帰国報告会、

ホストファミ

リーの会 

■11/4（月祝） 

秋春生神奈川支部秋のつどい参加 

■11/9（土）～11/17（日） 

異地域交換プログラムで春生栃木支部へ 

■8/8（木）～8/11（日） 

春生、フジサマーキャンプ参加 

■8/21（水）～8/24（土） 

春生、異文化理解サマースクール参加 

■8/24（土） 

、

支部到着 

■12/14（土）～12/15（日） 

秋春生広島平和学習 

■12/19（木） 

秋生海老名市今泉中学校国際交流授業参加 

ＡＦＳ北神奈川支部 
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チリから来たダビデです。多摩高校

に通っています。部活の茶道部では、

日本文化に触れることを楽しんでい

ます。留学前から、数か国語を習得す

るなど、語学を学ぶことが大好きで、

日本語の勉強も一生懸命頑張ってい

ます。母国の文化との違いを受け入

れ、日本での生活を楽しんでいます！ 

 

フィンランドから来たトミです。相

模原中等教育学校に通っています。自

分の考えをしっかり持っていて、静か

な主張は周りを動かします。日本文化

については、自分で本を読むなどし

て、知識も豊富です。将来はパイロッ

トになりたいと考えています。 

 

 

タイから来たキラティは、日本女子大附

属高等学校に通学しています。 

スポーツが得意で、バレーボール部に入

っています。4 月に来た頃より、ずいぶん

日本語が上手になりました。タピオカを食

べたり、映画に行ったり、友達と過ごす時

間を楽しんでいます。

 

 

生まれはブラジルですが、イスラ

エルから来ました。大和西高校に通

っています。スポーツは何でも得意

ですが、今はハンドボール部で頑張

っています。お友だちもすぐ作って

しまう明るく積極的な 16 歳です。 

 

ノルウェーから来たカリネです。

森村学園に通っています。お友達が

すぐにできて、毎日楽しく学校に通

っています。ノルウェーで、日本語を

二年間勉強してから来日し

ました。 

日本語がとても上手で、語学

検定にチャレンジする予定

です。 

 

 

ポルトガルから来ました。変わったニックネームと思わ

れるかもしれませんが、自分では気にいっています。厚木

高校に通っています。ポルトガルでは陸上の中距離選手で

した。今も帰宅後毎日10㎞走っています。マンガが好き。

自分で日本語版を購入し読んでいます。小さいホストブラ

ザー、ホストシスターともすぐに仲良しになりました。 

10 月 20 日は、恒例の川崎市日本民家園へ。今年は寒過ぎず、気持ちのいい遠足を楽し

みました。参加者は、春生秋生各 3 名、アジアの架け橋生 3 名、67 期派遣生 6 名と保護

者 3 名、グループリーダーの学生ボランティア 4 名、ホストシスター1 名、支部員 3 名

の多所帯。英語 1 名、日本語 2 名のボランティアガイドが古民家について説明してくださ

いました。野外劇場での自己紹介は保護者もスピーチして、全員で大盛り上がり。 

学生ボランティアの T 君が日本語ガイドさんの話を英語で詳し

く説明、ガイドさんも正確でわかりやすいと絶賛していました。 

北神奈川支部と栃木支部では毎年、それぞれの生徒が

相手支部のホストファミリーに滞在し、地元の高校に通

う異地域交換プログラムを行っています。 

今年は 10/19（土）～10/27（日）に栃木支部より、

フランスのバレンティン、タイのエイム、ベルギーのヘ

ルリンデが北神奈川支部を訪

れ、それぞれのホストファミ

リーから伊志田高校に通いま

した。 

11/9（土）～11/17（日）

は北神奈川支部の春生ダビデ、

トミ、キラティが栃木支部へ。 

宇都宮北高校への通学は、

自転車。見事な紅葉の日光に

連れて行ってもらい、また栃

木の留学生とたくさん話し、

とてもいい経験をしました。

 

支部から出発した生徒は以下の 14 名です。今から春と

夏の帰国報告会が楽しみです。どんな体験をしてくるか。

きっと素晴らしい話をしてくれることでしょう！ 

 H.A.（ベルギー）、K.M.（コスタリカ）、M.Y.、R.F.（フ

ランス）、U.M.（イタリア）、M.R.（パラグアイ）、N.S.（タ

イ）、O.R.、S.K.、T.K.、H.K.、Y.H.、Y.A.、Y.S.（アメリ

カ）（順不同）



 
スリランカから来たさっちゃんで

す。 

ファーストネームが「Sachini」な

のでニックネームが「さっちゃん」

となりました。相模女子大学高等部

に通っています。 

環境問題に関心があり、スリラン

カでは自然保護活動に参加していま

した。趣味は、読書。日本語の勉強

も大好きで、今、学校の先生や友達、

ホストファミリーとたくさん日本語

で話をしています。日本に来て食べ

たカレーライス、焼き鳥、お好み焼

きが大好きになりました。日本の歴

史に触れ、多くの芸術作品を自分の

目で見てみたいです。また、日本で

友達をたくさん作り、スリランカの

ことを伝えたいです。 

 

日本政府が開始した、日本に

関心を持ち、日本語を学ぶ意欲

のある優秀なアジアの高校生た

ちを、10 ヵ月間、日本に無償で

招待するプログラムです。

2022 年までにアジアの約 20

ヵ国・地域から計 1000 人の高

校生がやってきます。 

 

 

 

フィリピンから来ましたニッキー

です。 

カリタス女子中学高等学校に通っ

ています。 

ホストファミリーやお友だちと、

おバカでかわいいプリクラ写真をと

るのが好きです。日本語はゼロから

のスタートですが、今は放課後、週 3

回日本語教室に通って猛勉強中です。

趣味はウクレレとカメラ。ウクレレ

は日本に持ってきましたので、機会

があればぜひ披露したいです。 

 

インドネシアから来たアズラ

です。 

横浜翠陵高等学校に通ってい

ます。 

インドネシア語の他に、英語、

アラビア語が堪能。日本のことが

好きで、日本語が上手になりたく

て日本に来ました。「のだめカン

タービレ」のアニメを 50回以上

見て日本語を覚えました。好きな

日本食は唐揚げ、（ハラル対応の）

ギョーザ、カレーです。 

 

グリーンランドからの留学生マリックが、母国の高校を

卒業し、卒業旅行で日本にやってきました。我が家に到着

した日の食事で、マリックのお箸とお茶碗、大好きだった

枝豆を出したら、ニッコリ。それから毎日、朝晩一緒にお

食事しました。この先、日本の大学への留学を考えている

そうです。理由はずばり、日本が好きだから。（ホストマザ

ー：I.E.） 

 

 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。 

 

 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 

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

 

AFS 日本協会北神奈川支部 
TEL: 070-1501-4584  
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