
AFS東京学生部

東京学生部とは

学生ボランティアが行う活動は多岐に渡ります。
日本から世界に飛び立つ中高生に対する出発前オリエン
テーションを行う派遣部や、世界中から日本に来る留学生
に対する来日時オリエンテーションを行う受入部、夏に行
われるキャンプを行うキャンプ部、留学を考えている中高
生に対する留学説明会を行う広報部など、その内容は様々
です。
また、東京多摩支部と神奈川支部では、日本に来た留学

生を通年のイベント等を通じて見守り、サポートします。
東京学生部に所属する学生ボランティアは、これらの活

動のすべてを経験することができます。

学生ボランティアの活動

学生ボランティアの魅力

自己紹介
こんにちは！2020年東京学生部

代表の本間 奈穂(ほんま なお)です。

高校時代にAFSを初めて知った日

から私の人生は大きく変わりまし

た。私を大きく変えてくれたAFSに

自分は何かできないだろうかと思

い始めた学生ボランティアは、今

ではなくてはならない存在です。

大学生になって、何か始めてみ

たいそこのアナタ！ぜひ私たちと

一緒に学生ボランティアをやって

みませんか？

東京学生部は、東京を中心に活動する学生ボランティ
アが所属する、全国に72支部あるうちの1つの支部です。全
国には、東京を含めて8つの学生部があり、全国どこにいても
学生ボランティアとして活動することができます。
AFSの帰国生、キャンプの参加者のみならず、国際交流をし
たい！大学で何か始めたい！と集まった150人を超える大学
生が東京学生部で活動しています。

魅力は、大きく分けて3つあります。
1.誰かのために自分の全力を尽くすことができる
2.活動を通して人として成長できる
3.人との繋がり
それぞれの魅力の詳細は、ぜひ活動に参加してみて自分で
見つけてみてください！
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受入部の紹介

受入部とは

受入部は、留学生と関わるオリエンテーションを運営
しているため、英語などの高度な語学力が必要だと思われ
がちですが、実はそんなことありません。留学生は日本に
英語を学びに来たのではなく、日本語や日本の文化を学び
に来ているため、日本語でコミュニケーションを取ります。
受入部で活動する上で大切なことは、人が好きなこと、

留学生のために動けること、そして、私たち自身の文化が
好きなことです！受入部でも留学経験がない、また海外に
行ったことがないスタッフもたくさんいます。
留学生に関わってみたい！国際交流してみたい！そんな

気持ちを持っている方なら誰でも参加することができます。

語学力が必要？

受入部の魅力

自己紹介
こんにちは！AFSで学生ボラン

ティアとして活動している間壁
晏里紗(まかべ ありさ)です。
私自身も高校生の時にアルゼン

チンへ留学していました。自身の
経験を通して学んだことを、留学
プログラムに参加するる生徒に伝
え、活かしてもらいたいという気
持ちから始めました。今ではここ
で出会った仲間と一緒に頑張れる
ことに魅力を感じています。AFSの
学ボラ活動を通じて一生の仲間を
作りませんか？皆さんにお会いで
きるのを楽しみにしています。

受入部は、全世界約40か国から派遣される、年間600
名以上の留学生の来日時オリエンテーションと、駅や空港
で帰国のサポートを行う帰国補助オリエンテーションの企
画、運営を行っています。
また、留学生が公共交通機関を使って国内移動をする際

の補助を行うシャペロンと呼ばれる活動もあります。

受入部の魅力の一つは、「小さな世界平和」を体感
できることだと思います。留学生たちはもちろん、学生ボ
ランティアも含めて、国や地域、バックグラウンドを越え
て笑い合う姿、仲間意識が芽生えて切磋琢磨する姿はまさ
に小さな世界平和そのものです！

AFS東京学生部 学ボラ通信 2020年版

発行：2020年6月



キャンプ部の紹介

キャンプ部とは

キャンプ部は、例年1年に１回イベントを開催してい
ます。全国にはAFSが開催するキャンプは他にもありますが、
東京学生部が運営するのは関東インターナショナルサマー
キャンプです。
毎年８月中旬ごろに開催されるこちらのイベントは、日

本人の中学生・高校生そして、AFSを通して日本に来ている
留学生が外部の宿泊施設をお借りし、学生ボランティアと
数日間を共に過ごす中で様々なアクティビティを通し、お
互いの言語・環境などの違いを見つけ、理解し合うイベン
トです。

キャンプ部のイベント

キャンプ部の魅力

自己紹介
こんにちは！AFSで学生ボラン

ティアとして活動している饗庭 自風

(あいば しふう）です。

私は、親戚に紹介してもらって学

生ボランティアを始めました。留学

経験もなく、語学力もない私ですが、

その不安もなくなるほど活動は楽し

く、また素敵な方との出会いと多く

の学びがありました。

AFSでの活動が、皆さんの新しい1

歩のきっかけになれば幸いです！

キャンプ部は、日本人の中学生・高校生とその年に日
本に来ている留学生が、国際交流を通して、言語・環境・
価値観・考え方といったお互いの違いを見つけ、そしてお
互いを理解し合うことを目的に、『出会い・知る・学ぶ』
きっかけを提供するイベントの企画、運営を行っています。

キャンプ部の魅力は、イベントの魅力でもある、
「共に過ごす数日間で参加者の成長した姿・全員の団結力を
そばで見守ることができること」だと思います。
初日は緊張していた参加者も、様々なアクティビティを通

して一つに団結し、最終日には涙を流して別れを惜しみます。
たった数日でも彼らの成長を感じることが出来るのです。
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広報部の紹介

広報部とは

広報には、留学がどのようなものか紹介する留学説明会
や、主に帰国生を対象に行う進学座談会があります。また、
国際交流イベントに参加させていただいたり、最近では中
学校や高校へ出向いて、出前授業というものをさせていた
だくこともあります。参加者はAFSに関わるのは初めてとい
う方も多いので、限られた時間で魅力を伝える難しさもあ
りますが、とてもやりがいのある活動です。
私達が活動するため、そしてAFSという団体が続いていく

ためには、人との繋がりが不可欠です。これからAFSに出会
う人たちのため、そして今もAFSと繋がっている人たちのた
めに、これからもその繋がりを感じられるようにAFSの魅力
を発信していきます。

繋がる活動

たくさんの方と関われる場所

自己紹介
こんにちは！AFSで学生ボラン

ティアとして活動している芳賀 柚月

(はが ゆづき)です。

高校生の時ハンガリーに留学し、

帰国後は地元でも学生ボランティア

として活動していました。留学した

くなかったのに、留学先での経験が

今の大学での学びや学生ボランティ

アとしての活動につながっていると

思うと、人生は不思議です。これか

らを迷ったとき、ぜひAFSをのぞい

てみてほしいと思います。

広報部は、日本人中高生やその保護者の方々をはじめ、
様々な方に対してAFSという団体やそのプログラムについ
ての紹介を行っている部です。留学説明会や出前授業など、
人前で自身の経験話す機会がたくさんあります。AFS体験
のはじまりを担う責任のある活動ですが、自身のAFS体験
を見つめ直すきっかけにもなる場所です。

広報の魅力は職員さん、学生ボランティア、帰国生など、
たくさんの方と関わる機会が得られることです！他の部と
の違いは、AFSに関わったことがないという方にもたくさ
ん出会えることです。とても緊張しますが、そこで出会っ
た方が興味を持ってくださるとすごく嬉しいです✨
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派遣部の紹介

派遣部とは

派遣プログラムには、短期派遣と長期派遣の２種類
があり、短期派遣は出発前に１回、帰国後に１回、長期派
遣は出発前に２回、帰国後に１回のオリエンテーションが
あります。
合計すると年間8個のオリエンテーションがあり、それぞ

れ学生たちの手によって個性豊かなオリエンテーションが
運営されています。
オリエンテーションでは、主に留学についての内容を扱

いますが、自分がAFSの帰国生でなくても運営に携わること
ができます。

オリエンテーション

派遣部の魅力

自己紹介
こんにちは！AFSで学生ボラン

ティアとして活動している伊藤 暢

(いとう とおる)です。

僕自身も高校生の時にAFSで

オーストラリアに留学していました。

当時自分が参加したオリエンテー

ションでお世話になった学生ボラン

ティアのようになりたいという思い

から活動を始めました。

限られた大学生生活、ぜひAFSの学

生ボランティアとして活動してみま

せんか？

派遣部は、主に日本から海外に留学する日本人中高生
のサポートを行います。彼らは日本から海外の各地域に
「派遣」されるため、通称「派遣生」と呼びます。具体的
には、派遣生が出発前、出発後に参加するオリエンテー
ションの内容の企画・運営や、派遣生保護者会のサポート、
選考試験でのスタッフなどを行います。

派遣部の魅力は「派遣生の成長する姿を最後まで見
届けられること」だと思います。派遣生の出発前から帰国
後まで関わり続けることができるので、オリエンテーショ
ンで面倒を見た派遣生たちが留学を終えて、一皮向けて成
長した姿を見る瞬間はとても感慨深いです。
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神奈川支部の紹介

神奈川支部とは

活動頻度は、①不定期開催の“神奈川部会”、②隔週の火曜日

に開催している、神奈川支部の“イベント会議(WS)”、③月に1回開

催している、ホストファミリー・留学生について社会人ボランティ

アの方と話し合う”支部会”の3種類があります。

神奈川支部の魅力は、留学生を1年間サポートすること

ができること、そして社会人ボランティアの方との距離が近いこと

です。留学生とは、留学の1年間の中で、報告会やイベントなどで

月に1回ほど会うことができます。日に日に成長する留学生を間近
で見守ることができるのは、大きな魅力です。また、社会人ボラン

ティアの方も「まずは挑戦、失敗をしたらやめればいい」というリ

ベラルな考え方を持った支部長を筆頭に、学生の自由な発想と行動
をやさしく見守ってくださっています。

活動頻度と神奈川支部の魅力

神奈川支部の1年

自己紹介
こんにちは！AFSで学生ボラン

ティアとして活動している牛原 瑞季

(うしはら みずき)です。

私がAFSで学生ボランティアを始

めたきっかけは、大学でAFSで留学

経験がある友人に誘われたためです。

元々、高校生の時にアルバイトで

様々な国籍の方と働いた経験があり、

在日外国人の助けになりたいと考え

ていました。現在では、当時の願い

とは少し形を変えて楽しく活動して

います。

神奈川支部は、神奈川県の、緑区・青葉区・金沢区・
栄区・戸塚区(小雀町、田谷町、長尾台、金井町)以外の横
浜市、川崎市中原区・川崎区・幸区を活動範囲とする支部
です。主な活動は、神奈川支部に配属する世界各国から来
日した留学生、ホストファミリー及びAFSを通じて世界へ
留学する高校生、その家族のサポートです。

3月：留学生来日
4月：留学生歓迎会
5月：ＣＯＯＫＯＵＴ
8月：フジサマーキャンプ

11月：秋イベント
1月：Finalオリエンテーション
2月：留学生帰国
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東京多摩支部の紹介

東京多摩支部とは

活動の魅力 自己紹介
こんにちは！AFSで学生ボラン

ティアとして活動している大長

華奈子(だいちょう かなこ)です。

私も高校2年生の時にAFSを通じ

て留学をし、お世話になったAFSに

恩返しをしたいという思いで学生

ボランティアを始めました！もち

ろん、留学をしていない学生も沢

山います！皆さんも、私たちと一

緒にボランティアをしませんか？

皆さんの参加をお待ちしておりま

す！

東京多摩支部は、東京の多摩地域（主に23区外）に
所属する派遣生、留学生、ホストファミリー、ホストス
クールのサポートを、社会人ボランティアと学生ボラン
ティアが年間を通して行っています。学生ボランティアは、
主に月に2回の部会の実施や、年に4回から6回行われるイ
ベントの企画・運営を担当しています。

3月：留学生歓迎会
5月：ローカルオリエンテーション
7月：派遣生壮行会
10月：交流会
1月：お別れ会 ※年によって変更する場合があります

ここまで！

東京多摩支部では、留学生とホストファミリーのよ
りよい関係を構築するお手伝いをしています。留学生に
とって、そしてホストファミリーにとって、長い期間一つ
屋根の下で生活する上で、よりよい関係を築くことは非常
に重要です。
また、留学生やホストファミリーなど支える対象がはっ

きりしている東京多摩支部の活動は、それぞれが今どんな
状況なのか、イベントをどんな目的でやり、その目的を果
たすためにどんな内容をするのが適切なのかということを
考え、行動に移します。そのため、私たちの活動が、必ず
誰かのためになっているということを実感することが出来
ます。

年間イベント
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