
ブリックに貢献する意識の高さに感銘を受け、世界中の同期

のAFS生達との交流で日本文化にはない多様性を学んだこと

が人生の原点となりました。

大学時代に内村鑑三氏の著書に出合い影響を受け、人々の

健康に貢献できる医学部進学を決意し、自治医大に進学しま

した。何千万人もの子供が罹るポリオを根絶することで世の

中に貢献できると考えてWHO（世界保健機構）に転職し、

ポリオ根絶を目指して各国政府要人や医師、ボランティアと

心をひとつにして根絶取り組みました。AFSの留学体験が役

立ったと思っています。意見が多様で一致しないこともあり

ますが、AFSから学んだ「パブリックが大切」であるという

ことが私の信念の原点であり、私の人生の根幹になっていま

す。未来を担う若い人たちには、志を高く持って、広い視野

で考え、多様な価値観を尊重し個性や文化の違いを乗り越え

てパブリックに尽くし平和な世界を築いていってほしいと

願っています。

尾身 茂さん

AFS 14期生としてアメリカに留学。WHOでポリ

オの根絶は世界的に有名。WHO西大西洋地域事務

局長時代はSARS制圧。日本政府の新型コロナ

ウィルス感染症対策分科会会長

高校生時代にAFS交換留学生としてアメリカのニューヨー

ク州のホストファミリーにお世話になりました。アメリカ人

の社会に対する関心と責任、自立心、そして、一般市民のパ

つながろう、世界と。ひろげよう、未来を。
新型コロナウィルス感染拡大により2020年3月に留学中の受入生が本国に帰国し、

海外に留学中の66期夏組と67期冬組生は早期帰国となり、しばらくAFS活動は休止となりました。

昨年、2021年秋に架け橋第4期生として、フィリピン、モンゴル、タイ、ベトナムから留学生の受け入れを再開し、

2022年はイタリア、カンボジア、スリランカ、タイ、フランス、アメリカ、フィンランド、スイスより8名を受け入れる予定です。

日本からは68期夏組と冬組生として、現在、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、ポルトガル、アメリカに留学中です。

東京練馬支部は様々な行事を通じて、来日する留学生と海外に留学する派遣生、

ホストファミリーやホストスクールの交流をサポートしています。

留学や国際交流に興味のある方、ホストファミリーをやってみたい方、東京練馬支部に参加してみませんか。
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高校時代にアメリカへAFS留学し、ボランティア

精神の偉大さに感銘を受けました。無償で愛情を注

いでくださったホストファミリー、ワシントンD.C.

への修学旅行に参加できるよう募金活動した友人

や、ボランティアの方々に支えていただきました。

いつか恩返したいという思いから、2009年にAFS練

馬支部で活動を始め、この度、支部長を務めさせて

いただくことになりました。

尾身茂さんから高校生の皆さんへ

あの人もAFS帰国生!
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Hello from the World
絶賛海外留学中！

練馬支部活動レポート

ホストファミリー体験談

御礼とご案内

新支部長挨拶

悲惨な戦争を繰り返さないよう、人々の心に平和の礎を築くべくAFSは

1914年に設立されましたが、いつも世界のどこかで紛争が続き、現在もウ

クライナで悲劇が起こっていることに心痛めております。このような世界

情勢だからこそ、グローバルで平和を築ける若者の育成が以前より急務に

なっています。引き続き、練馬支部活動へのご支援をいただけますようど

うぞよろしくお願いします。

日本の高校生の皆さんには、勉強だけがすべてではなく、十代のう

ちに多様な価値観の世界に飛び込んで様々な経験ができる高校留学

にチャレンジしていただきたいと、AFS日本協会全国ボランティア

大会（2022年2月開催）で熱いメッセージをいただきました。

千葉 つや子



自分を大事にすること

フィンランド派遣 畑 香澄

ハンガリーでのたくさんの新しい経験

ハンガリー派遣 野口 朋夏

Hello from the World

絶賛海外留学中！
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私は、ハンガリーで3番目に大きいSzegedに留学してい

ます。

ホストファミリーとは一緒に映画や日本のアニメを観ま

した。私のホストファミリーは日本がとても好きなので、

私は日本語や伝統を教え、ホストファミリーにはたくさん

のハンガリー語と文化を教えてもらいました。時間のある

日には、日本食を一緒に作ります。食事の時間はホスト

ファミリーと過ごせるとても充実した時間でした。

現地の学校では12学年に所属しているので、ハンガリー

のPromや卒業式に参加することができました。Promは私

の中で最も貴重な体験の一つで、白いウエディングドレス

を着てダンスを踊りました。

私が所属する支部では、クリスマスにはジンジャーブ

レッドを作るなど、季節にあったアクティビティを行いま

した。それに加えて、ハンガ

リー語レッスンが週2回あるの

で留学生とたくさん交流できま

した。

私は、ハンガリーでたくさ

んの新しい人に出会い、最高の

経験をすることができました。

スローライフを体験したい思いで飛び立ち、9ヶ月が

経った。ここで見つけた価値観。それは、自分を大事にす

ること。

集団主義の文化で育った私にとって、自分の気持ちより

も、周りの評価が大事だった。何かを選ぶとき、常に他人

の存在があり、自分はかき消されていたのだ。でも、ここ

で出会った人は違った。常に自分を軸に考え行動する。他

人には干渉せず、ジャッジもしない。疲れたら当然のよう

に休み、必要以上に頑張ることはしない。なぜなら自分の

人生だから。

留学は頑張るものだと当たり前のように思っていた。で

も、ファミリーは、そんな私の緊張を少しずつ解いてくれ

た。時間が限られているからと言って、密度を高める必要

はない。疲れた時は休めばいいし、一人になりたい時は

なっていい。他の家族一人

ひとりと同じように時を過

ごし、共有する。それが今

回は10ヶ月というだけ。ま

たいつでも帰っておいで。

その言葉が「私の留学」を

表している。

2020年3月、世界的に拡散したCOVID-19により国際間の往来・交流が難しくなりました。AFS東京練馬支部でも2020年と

2021年、留学生の来日は延期とキャンセルの連続でしたが、ホストスクール、ホストファミリーなど関係の方々にはこのよう

な困難な状況に対して深いご理解とご協力をたまわり、何とか乗り越えることができました。厚くお礼申し上げます。

海 外 で 学 ぶ と い う こ と - 前 支 部 長 か ら メ ッ セ ー ジ -

前支部長 乾敬子

日本からの留学については67期夏組の派遣は中止となりましたが、多くの派遣予定の学生がこのよう

な状況の中でも1年間待って68期生として出発し、異国の地で得難い経験をしています。本通信に2名の

派遣生から体験談が寄せられました。若い時に海外体験することで、視野が広がり、異文化を受けいれる

許容力がつき、人間としての幅ができます。大きく成長して帰国する68期生に再会するのが今から楽しみ

です。

2022年、COVID-19はまだ収まっていませんし、戦争状態が継続している地域もあります。今こそ平和

な世界を目指すAFSの精神が求められているのではないでしょうか。東京練馬支部は新支部長のもとで、

既に活動を開始しました。これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。



練馬支部の活動

カナダ政府で活躍中！
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練馬支部で受け入れた留学生の今

Alex Guimond (アレックス) 2012年年間留学生、カナダ

My name is Alex. I am from Montreal, Canada, and I was lucky to live in Japan with

the Inohana family in 2012-2013, in the Nerima Chapter, and attended Wakō

Kokusai High School. I now work as a policy analyst for the Canadian government

after finishing a master’s in Public and International Affairs.

My favorite memory from Japan was visiting Hiroshima with my host sister, Saori. We flew

there in January and spent three wonderful days exploring the city. My favorite activity

was visiting Itsukushima, where I tasted eel (unagi) for the first time. After visiting Itsukushima

temple, we went up the mountain and enjoyed a great view of the city. On the top of

the mountain, there were a lot of deer that were trying to eat the visitors’ lunches. When

we started going down the path, a beautiful stag followed us for about 10 minutes. While

we were hiking on the mountain, the tide had risen, and the otorii in front of the temple

looked like it was floating on the water. I really enjoyed spending time with my host sister

during those three days and exploring the beautiful scenery and delicious food of Japan.

I would really love to go back to Japan and visit new places!

1⃣ zoomでの支部会 2⃣ 2020年の3人の留学生が

やっと会うことができました「石神井公園でのラン

チ」 3⃣ オンラインでのヒロシマ平和学習に参加。

事前学習の「あなたにとって平和とは？」という質

問と、ある留学生の回答 4⃣ 2022年2月に開催され

た「音楽座ミュージカル JUST CLIMAX」に東京練

馬支部のアジア架け橋留学生が招待されました

5⃣6⃣ Zoomでそれぞれの出身国紹介を行いました

3 4

5 6

1 2

1. What is peace 
to you?

“Peace is the 

absence of conflict. 

It is the sensation or 

the state of living 

with the absence of 

fights. It is knowing 

you are safe and 

sound.”

支部活動にご興味のある方は、

info-nerima@afs.or.jpにお問い合わせください。



通常の年間留学生の他、2018年から「アジア架け橋プロジェク

ト」が始まり、アジアからの留学生が増えました。コロナ禍で自

由な往来がしにくくなりましたが、2020年から2021年の間に7名

の元気な生徒を迎えることができました。制限がある中での留学

でしたが、できることを精一杯頑張りました。

留学生をお受けいただいているホストスクール：

東京学芸大学附属国際中等教育学校 / 武蔵野大学高等学校 /

富士見中学高等学校 / 埼玉県立坂戸高等学校 /

東京都立小平高等学校 / 埼玉県立和光国際高等学校

Phoo Ryae Sone Theint (フー)
2020年アジア架け橋生、ミャンマー

日本で最も感動したことはホームステイ先のホストファミリーの優しさである。私のホストファミ

リーは3人家族で、お母さん、ほぼ同い歳のお兄さん、一人暮らしをしているお姉さんがいた。お母

さんは全てのことを理解してくれて、なんでも相談に乗ってくれて、とても優しい人である。お兄さ

んは頑張り屋、いつも自分の夢のために頑張っている人である。お姉さんは社会人で、相談に乗って

くれて、とても頼りなる人である。そういった私のホストファミリー3人はわたしが母国に帰れなく

なり、困っていたとき、悩みがあったとき、寂しかったとき、隣にいてくれて、様々なサポートをし

てくれて、アドバイスをしてくれたのだ。そのようなホストファミリーの優しさに感動し、恩返しの

ために今からの生活に頑張っていきたいと考えた。

2020年11月末にフィンランドから来日しました。コロナ禍にあり、1月初日から約1ヶ月オンライ

ン授業となり、不安のスタートでした。友達はできるのか、日本の生活に慣れることができるか、

ファミリーと楽しく過ごせるか、心配はたくさんありましたが、生活していくうちに笑顔も増え、

ファミリーにも、思っていること分からないことを、素直に伝えることができるようになっていきま

した。年下の兄弟達ともたくさん一緒に遊びました。日本食はとてもおいしく、うどんやコロッケも

好きです。2月から通常登校となり、学校生活も楽しく過ごせました。部活はなかなかできず残念で

した。春休み中には、将来の進路についてじっくり考えたり、日本語をたくさん勉強したり、今まで

の振り返りをするなどしました。2家族のファミリーとのたくさんの楽しい思い出ができました。支

えてくださったホストファミリーの皆様に心より感謝申し上げます。

Phuong Quynh Vu (ササ)
2020年アジア架け橋生、ベトナム

Hello everyone, I’m Sasa, Kakehashier batch 3 from Vietnam! It’s been a year since I finished

my journey in Japan. It was the best time of my life, when I went to another country for the

first time and lived a life on my own. However, the timeline could not have been perfect

unless I had had beloved people around me. I’ve always missed everyone so much, missed

the time I lived in Japan and felt so grateful. I cannot thank all of you enough for your help.

My LP, who was beside me from the start to the end, helped and taught me a lot. Moreover,

everyone in AFS Nerima Chapter was very supportive, always there whenever I had

problems. My teachers at host school were kind and patient to me, in spite of language

barrier. They still helped me to understand the lessons on class, talked to me or asked me about Vietnam, which made me

extremely moved. Mostly, Japanese friends were those who taught me various new and fascinating things there. We

exchanged culture a lot. Without them, I would never have known many interesting things about Japan from the young’s

perspective. Lastly, the most special thank I would like to send is to my host family. They made me feel like I was at home

and treated me like I was a real member in family. My heart feels warm whenever I think about them. I love everyone so

much. It is my most impressive memories in Japan that I can never forget.

Mae Jennika Hannikainen (メア)
2020年年間留学生、フィンランド

年間留学生・アジア架け橋生の留学体験

My Impressive 

Memories in Japan

1⃣ 帰国直前に、初めて留学生

同士が対面で会うことができ

ました 2⃣ 3人の絆 3 ⃣ 前支部

長によるオンライン日本語教

室。トピックスも、アニメ、

カルタ、ゆるキャラとバラエ

ティに富み、とても和やかに

おこなわれました

1 2

3
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LPからメアを
紹介します。



From the first time to the end. I am impressed with everything in Japan. Japanese people are very

nice, they have a positive mindset. Everyone has taught me a lot in terms of culture, food, schooling,

and daily living. I‘m so impressed. At first, I was really worried about my Japanese language and my

lifestyle. After trying my life for a while, I realized that there were a lot of people who were there to

help me, including LP, my host family, a teacher at school, and a friend. Japanese families support

their children in many ways, this is a very good thing. Teachers are also very helpful in students'

education. I feel that education in Japan supports and attaches great importance to the

education of students. While I was in Japan, I felt that the Japanese atmosphere was great and the

Piyaporn Jiangpha (マナオ)
2021年アジア架け橋生、タイ

places were very clean. It is a country with beautiful nature and great weather. The environment inside the school and family is

great. Japan has made many good memories for me whether I was in school or with my host family. I want to keep this memory in

my heart and mind. I don't want my good memories to disappear.

Colene Acejo Briones (ココ)
2021年アジア架け橋生、フィリピン

I believed that my host family and I was the perfect pair. My little sister playing volleyball, which was

the sport I played; my other little sister dancing which was my passion; my older brother cycling

which was me and my brother’s favorite hobby and my Papa who loved coffee which was my

favorite drink in the world. My mother was the one who became my first best friend at first, we laugh

together and she makes sure that I become the most disciplined and good girl which I really

appreciate. My host school was a dream school for me. I couldn’t have survived my exchange

year without the comfort my teachers gave me and my approachable classmates and

schoolmates who always talk to me. The journey wasn’t all beautiful, I had my hard times, but overall,

I know it changed me for the better. It helped me grow into a more matured young girl who can handle herself alone. Thank you so

much for having me, Nerima Chapter. You changed my life, I grew stronger and more independent because of your assistance.

Ha My Nguyen (ミッチー) 
2021年アジア架け橋生、ベトナム

I have very good memories of Japan. I've been through what I would never have gone through if I

hadn't come here. Those are the memories I will never forget. In which the most memorable

memory is that I taught English to primary school students. My host mother is an elementary school

English teacher. So I took the chance to went to primary school three times with her to help with

English lessons. All the students are very cute. I also gave a presentation about my country - Vietnam

and received many questions from students. I was very happy, but also very tired. Being a teacher is

indeed a difficult job. I am very grateful for this opportunity. Thank you to everyone who worked so

hard to help and support me. Thanks very much. I will continue to do my best!

UlziijargalUlam-Urnukh (ウージー)
2021年アジア架け橋生、モンゴル

日本で過ごした半年間は私にとっては一番美しくて、素晴らしい思い出になりました。すごく早く終
わってしまったように感じたんですけど、私は二度と忘られないです。それはもちろんAFSの皆様、
練馬支部のボランティアの皆様、ホストファミリーのお母さん、お父さん、弟の心、権、そしてホス
トスクールの先生たち、クラスメートの皆、友達のおかげです。
日本にいて、涙が出たことは一つ、二つはありました。11月にホムシックなって泣いたこと。12月に
家族からクリスマスのプレゼントもらって感動して泣いたこと。1月に金沢から帰るときおじいさ
ん、おばあちゃん、そして金沢のみんなとまた会えなくなると寂しくなって泣いたこと。LPの典子
さんからお守りをもらってうれしくなって泣いたこと。そして、最後は渋谷バスストップで最後にみ
んなとバイバイのあいさつをしたから泣いたこと。

よく考えば、そんなに泣かない人は半年間に何度も泣いてしまっていました。でも一番感動して泣いたことはやっぱり練馬支部の
みんなの前で話すプレゼンを準備していた時です。そのときにわたしはもっとも好きな写真を何枚も集めてみんなに見せて話すつも
りだったんです。そして、写真の集まりを始まりました。十月四日に初めて日本に来た頃の写真から、日本で何月もたった時の写真
まで。一つ一つ見ながら。。。思い出を思い出しながら。。。その時、私の頭の中に入ってきた考えは：

“ああ、私は日本に来てすごくいいひとばっかりにあってんだね！私をいつも助けてくれる。いつも守ってくれる。いつも心から聞い
てくれる。いつも私を大切にしてくれる。私もなんかしてあげたい！．．．もうすぐこんなに素晴らしい人々のそばからはなれる！
やだ！帰りたくない！”

でした。その時はむわりの皆のこともう一回考えて、わたしにとってどんな大切なのかをわかる機会でした。
でも日本にいる間出た涙は全部大切な意味があるからその思い出は全部大好き！
ああ、もう一回でてしまった！涙。。。
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AFS練馬支部の活動に参加しませんか？

発行日： 2022年6月

編集：千葉つや子 高崎幸枝 乾敬子 北本典子 太田佳子 阿部啓子 古川翔子 高崎真梨子

発行人：千葉つや子

AFSはホストファミリー、ホストスクール、支部ボランティアの活動と、皆様からのご寄付で成り立っています。

2021年にご厚意でご寄付いただきました皆様に心から感謝申し上げます。

引き続き皆様よりご支援いただきますようお願い申し上げます。

ご寄付の御礼とお願い

AFS日本協会からの「寄附金領収書」(控除に係る証明書)をもって受領のご報告・御礼とさせていただきます。

※当協会へのご寄付は税額控除の対象となります。

今回、初めてホストファミリーを経験しました。最初は半

年も受け入れができるだろうかと不安でしたが、LPの北本さ

んが親身になってサポートしてくださったおかげで、あっと

いう間に時間が経ってしまいました。子どもたちはウージー

を姉のように慕っており、帰国した直後、もうウージーはい

ないのに、外出先で子どもが、「ウージーもう帰るよー」と

声をかけていました。ウージーは紛れもなく、私たち家族の

一員となっていたのです。しばらくはとても寂しい思いをし

ていましたが、今は、モンゴルに遊び行くことを夢見て、そ

の日を楽しみにしています。友人たちにウージーを紹介する

と、みんなモンゴルに興味を持ってくれて、いつかモンゴル

に行ってみたいと口を揃えて言います。その意味で、ウー

ジーはモンゴルの「外交官」でもあったと思います。この半

年の経験は、私たち家族にとっても得難いものでした。関係

してくださった全ての皆様に心から感謝しています。

ホストファミリー体験談
細川 綾子様

2021年アジア架け橋第4期生

UlziijargalUlam-Urnukhのホストファミリー

1.
AFS日本協会のサイト内

寄付ページにアクセス

寄付先は

「支部会費・支部寄付」を、

Select Chapterは

「東京練馬 TOKYO-NERIMA」を

選択してください

ご送金手続き完了後、

下記の東京練馬支部アドレスに

info-nerima@afs.or.jp 宛に

ご送金いただいた旨の

ご連絡をお願いいたします

https://jpn.afsglobal.org/AFSGlobal/jpn-
donation/donate

2. 3.

2023年出発
留学生
募集中

年間留学生募集中

海外でホームステイをしながら、

現地の高等学校に通学する、一学

年間の交換留学プログラム。

AFS 東京練馬支部お問い合わせ

Email: info-nerima@afs.or.jp

Tel: 090-8507-6565

AFS日本協会サイト： https://www.afs.or.jp/

練馬支部Instagram： https://www.instagram.com/afs_nerima/

練馬支部Facebook： https://www.facebook.com/AFSnerima/

AFS Global You™
オンラインプログラム

世界中の中高生の仲間とともに、

異文化理解に欠かせないスキルを

英語で学ぶプログラム。

異文化理解講座

AFSが長年培ってきた経験を活か

し、学校や地域にリアル/オンラ

インで講座をお届けします。

ホストファミリー

募集中

ご家族で、異文化体験をしません

か？英語が苦手なご家族も、大歓

迎です。
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