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This is AFS Effect 2021

2021年は、コロナ禍の影響が続いて、引き続き厳しい一年
でした。このような時期に異文化交流を維持・発展させるに
は、奨学金制度がとても重要です。日本政府は、「アジア高
校生架け橋プロジェクト」を通じて、アジア諸国の若い学生
たちに日本への門戸を開いています。学生たちが新しいスキ
ルを身につけて、異文化を体験する機会に恵まれるだけでな
く、日本と諸外国との間に生涯にわたる絆を築くでしょう。
日本政府の継続的なパートナーシップとAFSに対する信頼
に深く感謝いたします。
この一年を通して、私たちは、世界中で異文化学習の機会を
拡大する 5万人以上のボランティアとスタッフの熱意と努
力、若者を家庭や教室、地域社会に迎え入れてくださる素晴
らしいホストファミリーや学校、積極的にグローバル市民と
しての道を歩み始めようとする多くのプログラム参加者に
刺激を受けました。そして、この機会をより多くの若者に届
けるために、実体験だけでなくバーチャル交流も推進するこ
と、参加者を活動の中心に据えて支援すること、若者が活動
できるプラットフォームを提供することを学びました。

私たちのビジョンを毎年支えてくださっているパートナー
や寄付者の皆様に、心から感謝申し上げます。

2022年、コロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻、ミャンマーをはじめ
とした世界各地で起きている内戦の激化、地球温暖化による天変地異と、人類
は第二次世界大戦後、最大の危機に直面しています。
高校生を対象とした交換留学団体にはとても苦しい年でしたが、世界から日本に
一人でも多くの留学生を迎え、また、日本から多くの高校生が留学できるように
全国1,600人のボランティアと職員が手を取り合い、最大限の努力をした年で
もあります。ここにその実現のためにご寄付や奨学金をいただいた皆様に改めて
篤くお礼を申し上げます。
日本政府奨学金事業の「アジア高校生架け橋プロジェクト」では、アジア20か
国 247人が６月に来日。通常のAFS受入生も、この秋までに164人が来日し、
日本から海外23ヵ国・地域に215人が飛び立ちます。厳しい環境下だからこそ、
あえて留学を志した高校生たち。この時代に世界の現実を直視して得た異文化
体験は何より貴重です。
彼らは将来、きっと世界から戦争がなくなり、平和が訪れるようにそれぞれの道
で貢献してくれると確信しています。どうかこの次世代の異文化理解教育の火が
燃え盛るように、今後とも温かい手を差し伸べていただけることを心の底からお
願い申し上げます。

ごあいさつ

AFSインターナショナル 会長（CEO）
ダニエル・オブスト

AFSインターナショナル理事長
アマリー・フェルディナンド

公益財団法人AFS 日本協会

理事長 加藤 暁子

AFSインターナショナル代表より
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AFSは、違いの尊重、調和と寛容の精神を重んずるという基本理念に基づいて、
多様性に満ちた世界において、平和と相互理解を推進するためにみずから動き、
その責任を果たそうとするグローバル市民を育てることを使命として活動を続け
ています。

2021年は、新型コロナウイルス感染症の世界大流行により中止した派遣事業が回
復を始め、2022年にはコロナ前の６割の規模にまで回復する見通しとなりまし
た。政府の入国規制によって従来からの受入事業の実施は延期されましたが、５
年間で約1,000人のアジアの高校生に日本の高校を体験する機会を提供する日本
政府主導の「アジア高校生架け橋プロジェクト」が３年目に入り、コロナ禍のな
かでも日本政府の支援と協力を得ながら、体験の機会を大きく増やすことができ
ました。同プロジェクトで協働してきたパキスタンやスリランカの外部団体は、
2022年にAFSの関係団体となり、日本協会のリードによりアジアにAFS活動の
場を拡げることができました。
また、デジタル教育事業の開発、ボランティアの異文化学習の促進など、理念普
及のための基盤づくりに努め、登録ボランティア数が前年度より約100名増加し
ました。

AFSはコロナ禍を乗り越え、従来のやり方にとらわれない柔軟性と多様な視点を
もって、より多くの人に異文化学習の機会を提供すべく努力を続けます。

異文化学習の機会を広げる
デジタル教育事業
国際間の移動が縮小していた
間、異文化交流を大きく支えた
デジタル教育事業。2021年に
は、世界約 5,000人が、画面越
しで海の向こうの仲間とつなが
り、共に学び、高め合いました。

Global You 
世界中の仲間とともに、異文化
理解に欠かせないスキルを英語
で学ぶ、中高生（14 ～ 17歳）
のためのデジタル教育プログラ
ム。自分のペースで学ぶ「動画
学習」や、世界各国からの参加
者とZoomで意見交換する「ラ
イブセッション」を通じて、異
文化理解のスキルをみがくこと
ができます。日本では Global 
You Adventurerを実施していま
す。

Global Up
（Global Competence 
Certificateシリーズ）
多様な人々と協力してよりよい
社会のために行動する能力「グ
ローバル・コンピテンシー」を
身につけることができるオンラ
イン・プログラムです。19の
動画と学びを補完するグルー
プワークで自己認識を深めなが
ら、異なる人々と協働する力を
伸ばします。70年近くにわた
り国内外で異文化学習事業を続
けるAFSならではの知見が凝
縮された、体系的かつ包括的な
オンライン学習プログラムで
す。日本では、中学・高校等の
教育機関を対象に、Global Up 
Teenを実施しています。

コロナ禍を乗り越え、より多くの人に
異文化の学びを
― AFS日本協会は、世界の仲間と共に努力を続けます。

派遣事業
年間派遣事業は20か国・地域へ159名を派遣、短期派遣事業は実施を見
合わせました。英語圏ニーズに応えるため、英・ウェールズへの年間派遣事
業を開発し募集を開始しました。応募、選考、研修の一連の流れをオンラ
イン化しました。

受入事業
政府の水際対策により通常受入事業の実施ができず、文部科学省補助事業
「アジア高校生架け橋プロジェクト」のみ来日を半年以上延期して249名
を受け入れました。短期受入事業は実施を見合わせました。派遣事業同様、
受入生の研修もオンライン化しました。

デジタル
教育事業

Global Youへの参加人数が前年比 40%増加し、デジタル事業への高い
関心が示されました。団体用のGlobal Up（旧GCC）Teenの日本版が完
成し、日本の学校現場での実施が可能になりました。

事業の状況

派遣プログラム 受入プログラム 受入プログラム（アジア架け橋）ネットワーク全体
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AFSプログラム規模の推移
AFS日本協会事業別参加人数（人）

プログラム／
参加人数 2019 2020 2021 2022

(予定）

派遣プログラム 351 61 159 215

受入プログラム 243 44 0 164

受入プログラム
（アジア架け橋） 200 178 249 247
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多様な感性に触れる毎日。
日本の魅力を伝えたい
68期（2021年）/ 　　ハンガリー派遣
三菱商事高校生海外留学奨学金を受給

松田 空来さん

私が未知の世界に飛び込んでから半年が経とうとしています。
私にとって未知の世界、ハンガリーでの生活は楽しいことも
辛いことも全てが初めての経験です。
私は、アーティストの街と呼ばれるSzentendreという首都の
近くの小さな町に住んでいます。ドナウ川沿いにあるこの町
は人口の４人に一人がアーティストと言われているだけあり、
建造物がとても美しく、美術館や博物館が多いのが特徴です。
この街に来て、ホストファミリーやクラスメイト、AFS留学
生など、たくさんの素敵な出会いを経験しました。私が留学
団体をAFSに決めたのは、世界中に友達がいたら、その国を
攻撃しようと思わないだろうという理念に共感したからです。
そして今、私はそれを実感しています。渡航前には考えもし
なかった、多くの国籍の留学生と関わることができ、ハンガ
リーについて違う国の視点から話し合うことで、日本人には
ない感性や気づきがあり、とても勉強になります。
私が通っている学校は小さいですが、みんなが日本について
とても興味をもってくれ、廊下を歩いていると、話したこと
がなくてもSzia!（ハンガリー語で「こんにちは！」）と挨拶を
してくれますし、日本についてプレゼンテーションをすると、
「あなたが留学に来ていなかったら私は一生日本について興味
を持たなかった。ありがとう！」と言ってくれ、改めて留学
をしてよかったと感じてます。私には留学を通じて、現地の
文化を吸収する一方、日本の魅力を伝えたいという目標もあ
るので、残りの留学生活でも日本のことを発信していきたい
と思います。

AFS Effect
on Sending Programs

派遣事業

言語や生活習慣、学校、友人関係など、周囲がそれまでとは全く異なる
環境に身をおくことにチャレンジする10代の若者たち。そうした彼ら
を家族やコミュニティの一員として迎え入れ、見守り、サポートするの
がAFSの交換留学プログラムです。
可能性に満ちた10代は、異文化での生活体験を通して、価値観や生き
方の多様性を知り、自分自身について理解を深め、世界規模で物事を考
えるようになります。異文化へ旅立つ日本の若者を応援してくださって
いる多くの皆様に、心より感謝申し上げます。

価値観や生き方の多様性を知り、自己認識を深める10代

多くの方の支えがあり、こうして留学生活を送ることができ
ています。これからも感謝の気持ちを忘れず、残り半分を楽
しんで過ごしたいと思います。

 （2022年 2月　留学中のレポートより）
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コロナ禍で生まれた自信、
強まった人々とのつながり
68期（2021年）/ 　　ドイツ派遣
AFSボランティア奨学金を受給

石黒 翔空さん

1年間は本当にあっという間に過ぎていきました。
特に今年１年間で強く感じたのは、人々とのつながりです。
１年間同じファミリーと様々な時間を一緒に過ごすことで絆
が深まり、ドイツにも家族と呼べる存在ができました。学校
の友人とも、様々な制約があったからこそ、その中で努力し
て仲良くなることができました。また、留学生同士でも例年
より少ない人数だったからこそ、互いに仲良くなれて結束が
強まったのだと思います。このように様々なつながりができ
たことが留学の価値になり、そしてこれらの人々の支えによっ
て１年を乗り切ることができました。
コロナ禍でなければ、もっといろいろなことができたのかも
しれません。それでも、日本ではできない様々なことを経験
して視野を広げることができ、日本以外にも家族や友達をつ
くることができました。自分の人生の中で、とても印象深い
1年になり、また、このような状況の中でも１年頑張ってやり
きれたことが自分への自信につながりました。
留学生活を無事終えることができたのは、家族やドイツのファ
ミリー、AFSや奨学金を支えてくださったたくさんの方々の
おかげです。本当にありがとうございました。この経験を活
かして今後も頑張ります。

（2022年 2月　帰国後のレポートより）

AFS体験の「その後」
留学している期間は高校時代のたったの１年間。でも、その密度はとても濃く、
10代の異文化体験はさまざまなカタチで、その後の生き方に影響を与えています。

世界を舞台に
ドキュメンタリーを制作
2014年（61期）　　 イタリア派遣

小西 遊馬さん
留学中に出会った難民の「君たち日本人
はStrongだ。君たちみたいな人に世界
を平和にしてほしいと願ってる」と帰国
間際に声をかけられたことをきっかけ
に、他者の痛みに想い馳せる社会を目指
して、世界中を飛び回りながらドキュメ
ンタリーを制作しています。
Twitter: @konijournal 

AFSのSNSで、帰国生や受入生、ボランティアなど、活躍するAFS関係者を紹介しています。

医療と教育の
奉仕活動を続ける
1981年（28期）　　 アメリカ派遣

延江 由美子さん
高校 2年生の時、校内でAFSのポスター
を見て「とにかくここではないどこかに
行かなくてはいけない」と留学を決意。
その後、日本で獣医師、アメリカで看護
師の免許を取得するなど、行動して出
会った世界との縁を大切に、文化的背景
や気質などの違いを越えた多文化共同体
としての融和を目指し、メディカル・ミッ
ション・シスターズ（MMS）の修道者と
してインドで医療と教育の奉仕活動を続
けています。

環境問題に向き合い
行動中
2018年（65期）　　 フランス派遣

川崎 健士朗さん
ホストスクールの学生が気候変動対策を
求める活動を起こす姿に触発され「自分
はどのようなアプローチで具体的に環境
問題と向き合えるのか」を考えて行動中
です。大学等のビジネスプランコンテス
トでは優勝も。留学の体験については「異
文化を体験して、人脈を得て、言語力を
身につけて、僕という人間と世界観に大
きな変化があった」と語っています。

@afsjapan @afs_japan
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ヨナはヨナでいい - ありのままが受入
れられる喜び
ヨナさん
2016年度のAFS年間プログラム生としてオーストリアから来日。
現在は、AFSオーストリア理事兼ボランティアとして活動を支える。

AFSの交換留学から 2年後、私は再び日本を訪れました。こ
の訪問では、その後私の大切な友人となった元支部長と昼食
を共にしました。私たちは、支部の留学生のこと、アイデンティ
ティと自分自身について学ぶことについて、議論しました。

私の留学願書と写真を見た時、彼女は、私がクィアかトラン
スか、あるいは自分のアイデンティティを探っているのでは
ないかと思ったそうです。

でも、支部のボランティアの人たちは「ヨナはヨナでいい」
と言ってくれ、ありのままの私を愛してくれました。だから、
支部長だった彼女も、私のセクシュアリティについて、何か
対処しなければと思ったことはなかったのだそうです。

留学中、ホストファミリーとセクシュアリティについて話し

合ったことはありま
せんでしたし、カミ
ングアウトの必要性
を感じたこともあり
ませんでした。

ある夜、テレビで
フィギュアスケート
の男子ショートプロ
グラムを見ていたと
きのことです。日本
は非常に競争が激し
く、当時トップ 2の
出場者は日本人でし
た。

ホストマザーが「一人は本当にきれいでかわいいと思う」と
言ったのです。私は「もう一人の方がずっとハンサムだと思う」
と言いました。それだけのことでしたが、それ以来、私は緊
張したり心配したりすることが、一切なくなりました。

ホストファミリーは、（私が日本を再訪する）数か月前にオー
ストリアを訪れていました。私のボーイフレンドには会わな
かったものの、FacebookやInstagramで彼を見かけていまし
た。不思議だとか変だとかいうコメントは一切ありませんで
した。

ホストファミリー宅で留学中に使っていた部屋には、今でも
ドアに私の名前があります。「パートナー同伴でも、一人でも、
いつでもここに戻っておいで」と言ってくれる、愛情あふれ
るホストファミリーに出会えて、本当に幸せです。

AFSの交換留学は、留学生自身の変化や成長はもちろん、留学生
に関わる周囲の人々にも、学びと変化をもたらすプログラムです。
帰国後も、日本とのつながりを保つ留学生と、ホストブラザー／
シスターや友人の声を紹介します。

留学生がもたらす「多様性」への気づき

AFS Effect
on Hosting Programs

受入事業



7

一歩踏み出す勇気を持つことができた。
ニック・ゲンバートさん
2019年第２期アジア高校生架け橋プロジェクト生としてフィリピンから来日。
日本では横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校に通い、ロボット
クラブでも活躍。現在はカナダのCentennial College of Applied Arts and 
Technologyで生物医学工学を学ぶ。

例えば納豆の美味しさだって、挑戦した人にしかわかりませ
ん。日本では、未体験のことに臆せず挑むことで自分の世界
が広がっていくのを実感し続けていました。失敗を恐れるな
と教えてくれたのは、ホストファミリー。私が日本語の問違
いが多いことを気にしていると、「学ぶためだから問違えても
いい」と励ましてくれました。留学前の私は、思い切った挑
戦をする度胸が足りていませんでしたが、大きく変わりまし
た。今、カナダの大学で生物医学工学という難解な分野を学
んでいますが、挑戦の決意ができたのは、日本への留学経験
があったからです。

夢を追いかける決心をさせてくれた。

ポーンチタ・トムクラトク（愛称：ノイ）さん
2018年度第１期アジア高校生架け橋プロジェクト生としてタイから来日。
北海道登別朝日中等教育学校で過ごし、現在は、日本政府国費留学生として東
放学園映画専門学校でアニメーション・CGを学ぶ。

実は、母国にいた頃は進路に悩んでいました。高校で理系だっ
たのですが、数学を勉強するのが徐々に辛くなってきて。そ
んな中日本に留学して、好きなアニメや日本のアーティスト
を通じて友達と意気投合したことで、「やっばり好きなことに
夢中になりたい」と決心することができました。今、東京の
専門学校でアニメ•CGについて勉強しています。いつか、ア
ニメ作品のエンドロールに自分の名前が出てくることを夢見
て、頑張っています。

世界を知らない自分に気づいた僕は今、ア
ジアの仲間たちと世界に発信をしています。

山口 修平さん
ニックのホストブラザー。現在は、立命館アジア太平洋大学（APU）アジア太
平洋学部で学ぶ。

留学生のニックはフィリピンの教育系の団体で活動していま
した。彼からアジアで実際に起きている貧困のリアルな話を
聞き、世界のことを知らない自分に気づきました。アジアに
目が向くようになった僕は今、APUに在籍しAd. （アド）とい
う学生団体を立ち上げ「留学をみんなの選択肢にしたい」と
いうコンセプトのもと、留学に関する情報発信をしています。
もっと多くの人にこの体験をしてもらいたい。近いうちに僕
もフィリピンに留学をしたいと思っています。自分の学んだ
ことが生きるのかを、この目で、肌で、感じたいと思ってい
ます。

留学生と出会って、夢への想いが強くな
りました。

久居 由茉さん
ノイのクラスメイト兼ホストシスター。現在は早稲田大学人間科学部で学ぶ。

留学生と過ごした時間は私にとってかけがえのないもので、
とても大きな財産になりました。私がしたような経験をもっ
と多くの高校生にも味わって欲しいし、多様性のなかで学ん
でいって欲しい。留学生と生活を共にすることで、そう強く
思うこともできました。そして今、私には夢があります。「多
様性の溢れる学校教育を展開する事業に携わりたい。異なる
人と人が互いの人生を尊重しながら、幸せの輪を拡げていく
ような学校教育を広く実現していきたい」。この夢に向かって
突き進む力を得られたのは、他でもないノイのおかげです。

受け入れるからこそ引き出される「挑戦」への意欲

受入活動を支えてくださっている全国の皆様、本当にありがとうございます。受入活動の様子はSNSでも紹介しています。 @afsjapan @afs_japan  @asia_kakehashi
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「リモート活動」が
定着しつつある現在、
従来の支部活動だけで
は、ボランティアのニー
ズや多様性に対応できま
せん。そこで、2021年か
らは、地方に移住·転勤をす
るボランティアのサポートや、
農村部や離島での留学生受入れに
対応すべく、地域特性に沿ったボラン
ティア活動支援もはじめました。

どこで暮らしていても、フルタイムで働いていても、
どんなライフステージにあっても、ボランティア一人
ひとりのスキルや学習意欲を尊重する－－AFSは、留
学生だけでなくボランティアの多様性にも対応する試
みを、柔軟に展開します。

0

500

1000

1500

2000

2019年

1,264

2020年

1,498

2021年

1,595

ボランティア登録者数

従来の支部ボラン
ティアの活動モデ
ルを、中山間地域
や離島でも展開し
ています

©Insight Communications

AFS Effect
on Communities

ボランティア
活動

異文化理解を支えるAFSのボランティア
AFSは、全世界 5万人以上のボランティアが活動しており、役割に応じて世界共通の研修を受
け、高校生の受入と派遣の2事業を支えています。日本国内のボランティアはおよそ1,600人
（2021年12月現在）で、昨年よりも約100人増えました。留学生だけでなく、全国各地の魅
力ある地域で、多様な役割·キャリアや生活背景をもつボランティアこそ、AFSを支える多様
性の象徴です。
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世界中のAFSボランティアが、活動参加にあたり、異
文化理解学習とグローバル·コンピテンスの基礎となる
オンライン研修 'Foundations'を受講します。コロナ禍
を受け、国際本部では、オンラインと対面のいずれで
も、両方を組み合わせても受講できる柔軟な教材を開
発。2021年、日本協会は、英語版を翻訳してコース
を開設し、約120人が受講しました。
受講者は、1）異文化理解をどう深めるか、2）グロー
バル・コンピテンスをどう高めるかを学ぶとともに、
AFS活動における自らの役割をさらに効果的に発揮す
る方法を体験型で学びました。
受講後は、実際の留学生支援などを通して、世界的な

視野のもとで文化·宗教·価値観·性自認など多様な背景
をもつ人々と関わり、自ら率先して社会に貢献する力
を養っています。

前述’Foundations’日本語版の開講にあたり、日本協
会では、経験豊かなボランティアを全国から募り、研
修の進行や議論促進を促すファシリテーターの育成に
あたりました。育成研修は、2020年まで実施された
‘Foundations’の前身となる研修 ’Level W’のファシリ

テーターが講師役となり、約 3か
月にわたってオンラインで実
施。ボランティアによる、ボ
ランティアのための研修
は、2022年度も引き続
き実施されています。

Foundationsの内容
• AFSがどのようにインパクトを与えるかを発見する
• ちがいを理解し、判断を保留するための手法を学ぶ
• 文化的次元と異文化間コミュニケーションの方策
を探求する

• AFSの活動をコミュニティでさらに包括的に進め
る方法を考える

• SDGs（持続可能な開発目標）の取り組みをコミュ
ニティで取り組む　など

約120人の新ボランティアが、オンライン研修を受講

ボランティア育成もボランティアの手で

Foundationsは、「不平等を理解する」「積極的なグローバル市民になる」
など 11のモジュールによって構成されています

支部組織およびボランティア (2021年 12月 31日現在)
支部構成

全国7地域 ・68支部　＋　4 学生部

登録ボランティア数

1,595人（前年度比  +97人）

2021年度 ボランティア活動の成果
• SNSでのよびかけとボランティア説明会実施で登録ボランティア数が約 100名増えました。
• 全国及び各エリア、支部がコロナ禍で活動をオンラインに切り替え、LP研修、オリエンテーションなど、エリアを越
えたボランティア主導の活動が盛んになりました。

• 秋田、山形、佐賀、長崎、鹿児島での受入推進、和歌山県の支部復活が実現しました。
• 支部の役割を 5つに分けた支部活動を推進し、年間計16の役割別研修を実施しました。
• オンラインの地域活動委員会の開催数を増やし、地域会議とあわせてコロナ禍での受入強化等について年間を通して
活発な議論と合意形成がなされました。
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ボランティアによる初めてのオンライン開催
「2022年 AFS全国ボランティア大会～もっとつながるAFS」（2022年 2月）

「全国ボランティア大会」は、全国で活動するAFSボランティア自身が企画、運営し、互いを
高めあう場として 2年に 1回開催されています。ニューノーマル、新しい時代に即した形・内
容を目指し、2022年は初めてオンラインで開催しました。プロジェクトごとにメンバーを募
り、ボランティアがオンラインに慣れるところからはじめ、ボランティアの手によって、全て
のAFSボランティアを対象としたインクルーシブな会が実現。ボランティア同士がAFS活動を
通じて多様性や個性を認め合い、社会に貢献する積極的なグローバル市民となるために、共に
考え、学ぶ有意義な機会となりました。

尾身茂さんによる基調講演

高校生時代にAFS交換留学生として過ごし
たアメリカで、人々の社会に対する関心と
責任、自立心、一般市民のパブリックに貢献する意識の高さに感銘を受けました。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。
何千万人もの子供が罹る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
ひとつにして根絶に取り組んだ際には、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。

この他にもLGBT社会活動家 / NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表 / プライド
ハウス東京代表として、LGBTQと社会を繋ぐ活動を牽引している松中権（まつなかごん）
さんによる講演や、精神科医による生徒サポートのアドバイス、各地の活動紹介、来日し
たAFS留学生のその後の紹介など、さまざまな催しが開催されました。

AFS NOW
2022年の最新の話題をお届けします。

AFS Japan

尾身 茂さん
AFS 14期生としてアメリカに留学。
WHOでの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

地域活動委員長
古川 恵子さん

日々活動をしている全国の
AFSボランティのための交流
と学びの場となるボランティ
ア大会。初めてのオンライン
開催でしたが、それぞれが新
しい取り組みにワクワクしな
がら取り組みました。対面に
勝るものはありませんが、オ
ンライン開催はインターネッ
ト環境があれば、全国各地か
ら集まることができるという
メリットもあります。
参加者はのべ 919人でした。
「学生部の若い方から年配の
方々が日々ボランティア活動
に取り組んでいることを知
ることができた」「どのセッ
ションもとても刺激的だっ
た」「AFSを通して学ぶ事が
多く自身の視野も広がると感
じる」などの声が届いたのも
嬉しいことでした。
これからも新しい方法でチャ
レンジし続け、AFSのボラン
ティアが協力しあえることを
願っています。

松中 権さん
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SDGsに取り組み、AFS Japan
行動する世界の若者を応援
国連主催のECOSOCユースフォーラムで
対話型ワークショップを開催
（2022年 4月）

AFS国際本部は、4月18日、国連経済社会理事会
（ECOSOC）のユースフォーラムで、「SDGsに取り組む
若いアクティブな地球市民の育成」をテーマに対話型
ワークショップを開催しました。
私たちが抱える問題の多くは、一国内で解決できるも
のだけではなくなっています。多様な文化、価値観が
密接に関わりあう中で、SDGsに象徴される課題をど
うやって解決していくか。国や地域を越えた人々との
協働は不可欠です。

オンラインで開催されたワークショップには、北米、
中南米、アジア、アフリカなど、各国から参加者が集
まりました。AFSはまず、参加者たちと必要なスキル
や知識を確認しあったあと、自ら行動を起こしている
若手５人に登壇してもらいました。彼らに共通してい
たのは、世界とのつながりを意識しながら、自分ので
きることを実行していることです。
最後に、全員で、自分の行動が社会に与える影響を自
覚し、世界のためによいと思う選択をし、行動をする
ことで、問題を解決に導くことができることを確認し
あい、ワークショップは閉幕しました。

*AFSは、国連グローバル・コミュニケーション局（DGC）と正式に提携し
ており、国連経済社会理事会（ECOSOC）の協議資格を有しています。

より公正で平和な世界を実現する
ためのアクションを確認
ネットワーク会議を開催
（2022年 5月）

5月６日～９日、ギリシャのアテネに 60か国地域の
AFS組織の代表が集うネットワーク会議が、２年ぶり
に対面で開催されました。ウクライナ危機を代表する
世界の分断に対して強い懸念を表明するとともに、公
正で平和な世界の実現に向けて多様性の尊重と寛容の
精神をもって、よりインクルーシブに協働するAFSの
姿勢が再確認されました。

また、ポストコロナに向けて、奨学金の拡充、参加者
を学びの中心に据えた教育事業の推進、ボランティア
開発や受入能力の拡大などに注力する必要性が確認さ
れました。

パンデミック中にギリシャからデンマークに留学した
エレフテリア・ソフィーさんは、ネットワーク会議の
参加者に、「より多くの人が留学プログラムに参加す
れば、人種差別、差別、不公平はなくなるはずです。
AFSのグローバルファミリーの一員となった若者は、
他者と関わり、関係を築き、心を開く力を得ることが
できるからです。」と力強く語りかけました。

AFS International
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2021年度決算報告「公益財団法人AFS日本協会」

経常収益計 737,876
事業実施に伴う収入と費用（内訳以下参照）

経常費用計 799,675

経常増減額 ▲ 61,799

経常外増減額 ▲ 16,701 オフィス移転に伴う除却損・解約損

一般正味財産増減額 ▲ 78,500

指定正味財産増減額 121,982

正味財産増減額 43,482 補助金、助成金及び寄付金の受け入れ、取り崩し

正味財産期末残高 834,371

2. 損益の状況 （単位：千円）

経常収益・費用の内訳 直接経費 募集・選考、研修、サポート、渡航費、
奨学金支給、受入国経費、国際本部経費他

支部活動費 支部行事、留学生支援他
管理費 ITｼｽﾃﾑ管理費用、地域活動支援費用、

ICL研修活動費用、募金・広報活動費用、
人件費、オフィス賃料・光熱費他

経常収益
38%

派遣事業

71.2%

直接経費

0.9%

支部経費

27.9%

管理費

57%

補助事業

0.2%

デジタル教育事業

0.6%

支部活動

4.3%

寄付金・補助金

経常費用経常収益
38%

派遣事業

71.2%

直接経費

0.9%

支部経費

27.9%

管理費

57%

補助事業

0.2%

デジタル教育事業

0.6%

支部活動

4.3%

寄付金・補助金

経常費用

流動資産 166,250 流動負債 94,624

固定資産 816,984 固定負債 54,239

　基本財産
　特定資産
　その他固定資産

359,605
442,508

14,871

負債合計 148,863

正味財産 834,371

資産合計 983,234 負債/正味財産合計 983,234

正味財産の推移

1. 資産の状況 (2021年 12月 31日現在） （単位：千円）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

900,843
968,367

913,891

790,890 834,371

各年度の数字は正味財産期末残高

（単位：千円）
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3. AFSの給付型奨学金運用状況

このほか、法人や団体からのご寄付・助成により、2021年
度は、派遣プログラム参加者合計159名中、75名に全額
もしくは部分支援の奨学金を提供することができました。

（P.14 に、AFS生向けに冠奨学金を設けてご支援くださっている法人・団体、個人の皆さまを紹介しています。）

*1 2022年中の生徒の渡航時に「奨学金支給額 x 生徒人数分」の合計額が、記載の残高から清算されます。
*2 50万円の部分支援は、2022年の派遣プログラムの参加費の約 3～4割程度です。（2022年派遣プログラムの参加費は、アメリカが170万円、ヨーロッパ・カナダが
145万円、中南米・アジアが120万円です。2023年より、年間派遣プログラムの参加費は、アメリカが180万円、ヨーロッパ・カナダが150万円、中南米が130万円、
アジアが125万円になります。）

*3 2021年中の来日を予定していた生徒1名と、2022年来日で新規選考された1名の計2名が 2022年中に来日予定です。

対象 奨学金名 概要 奨学金支給額
（１人あたり）

2021年度末
残高 *1

2021年度
支給人数
（2022年

プログラム参加) 

派遣生
AFS
ボランティア
奨学金

帰国生有志のよびかけ
で始まって以来、20年
近く継続して経済的必
要度の高いAFS生の参
加費支援に活用されて
います。

50万円*2 7,235,012円 4人

派遣生
受入生

AFS
どさんこ奨学金

北海道を応援する個人
と企業の支援により、
2011年に設立。未来
の北海道と日本を担う
人材育成に資す奨学金
制度

50万円*2 5,840,334円 1人
（受入生）

派遣生
AFS
山形ふるさと
奨学金
（山形いぐべ奨学金）

山形県の青少年のAFS
プログラム参加促進を
目的に設けられた奨学
金制度

50万円*2 4,140,000円 該当者なし

派遣生
受入生

AFS
ひろしま奨学金

未来の広島と日本を担
う人材育成に資する奨
学金制度

50万円*2 594,726円 1人
（派遣生）

受入生 NEXT50
奨学金

AFS日本協会 50周年
記念寄付を原資とし、
次の 50年に向けて運
用中の奨学金制度。途
上国からの受入生の参
加費を支援

プログラム
参加費全額
（概ね120万円）

1,710,575円 該当者なし

受入生 YOSHI基金

39期米国派遣生中に
銃弾を受けて命を落と
した故・服部剛丈さん
のご両親のご寄付を原
資とした奨学金。米国
からの受入生を支援

プログラム
参加費全額

（概ね 200万円）
14,773,548円 1人*3

47.2%

派遣生の
奨学金
受給率
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2021年度寄付者一覧

法人・団体の皆さま　（敬称略）

奨学金によるご支援
奨学金名 支援団体
三菱商事高校生海外留学奨学金 三菱商事株式会社
ソニー奨学金 ソニーグループ国際教育基金
東海東京財団留学奨学金 一般財団法人東海東京財団
JBS海外留学奨学金 日本ビジネスシステムズ株式会社
イトーヨーカドースカラシップ Ito Foundation U.S.A.
森村豊明会高校留学奨学金 *1 公益財団法人森村豊明会
田口福寿会AFS留学生奨学金 公益財団法人田口福寿会
明治ブルガリア奨学金 株式会社明治
城西グリーンシュート奨学金 福岡城西ロータリークラブ
オデッセイＩＴ奨学金 株式会社オデッセイ コミュニケーションズ
新潟市国際交流協会高校生海外留学奨学金 公益財団法人新潟市国際交流協会
長岡市米百俵財団 高校留学奨学金 公益財団法人長岡市米百俵財団
小川奨学財団奨学金 一般財団法人小川奨学財団
AFS平和の鳩プロジェクト 篤志家（個人）*2

*1 派遣生向けの奨学金の他、オンラインプログ
ラムも奨学金の助成をいただいています。

*2 本プロジェクトは個人のご遺志による基金に
より運用されています。

一般寄付によるご支援
三菱商事株式会社／一般財団法人東海東京財団／日本ビジネスシステムズ株式会社／ Lucena Philanthropy Trust
公益財団法人JKA／ホクセイ金属株式会社／ホクセイプロダクツ株式会社／株式会社三菱UFJ銀行
株式会社IHI ／株式会社明石スクールユニフォームカンパニー／株式会社クリーンテック／しずおか焼津信用金庫／株式会社ジンテック／ Salesforce ／公益財団法人東
京コミュニティー財団／東京都港区（団体応援寄付金）／株式会社バリューブックス／ Benevity ／株式会社ほくていホールディングス
あいはら医院／有限会社赤塚工業／株式会社アクシス／明や伊藤一雄／イオン北海道株式会社イオン旭川駅前店／イオンリテール株式会社イオンもりの里店／株式会社いかりスーパーマー
ケット／医療法人石井会石井病院／イヅミ工業株式会社／いながわクリニック／いりなか眼科クリニック／H & K Consulting Service ／生協法人大阪高齢者生活協同組合／おおにし泌尿器
科クリニック／株式会社小野組／株式会社カナイ／河合石灰工業株式会社／合資会社川貞商店／北おおさか信用金庫千里中央支店／株式会社木村硝子店／医療法人こぐま会くまざわ耳鼻咽喉
科／国際ソロプチミスト新潟-西／有限会社後藤飼料／サッポロホールディングス株式会社／医療法人社団三思会ひかりクリニック／ JA全農いわて／ JA全農とちぎ／敷島堂ファイル／株式
会社静岡新聞社／静岡放送株式会社／島工業株式会社／島工業サービス株式会社／有限会社シャポー／株式会社新進／株式会社鈴廣蒲鉾本店／一般財団法人住友理工あったか基金／株式会社
セコマ／合同会社知の泉／チャンピオンスポーツ／中部電力パワーグリッド株式会社／株式会社坪井塗工／東京空港交通株式会社／有限会社てっちゃん／医療法人社団ときざわレディスクリ
ニック／有限会社任田リース／徳法寺／NAO税理士法人／医療法人康和会中沢クリニック／奈良クラブ／有限会社成田工務店／西山製麺株式会社／西脇医院／日本耐酸壜工業株式会社／日
本ハウズイング株式会社大阪支店／ニューサンピア株式会社／深沢内科クリニック／有限会社ふじや／株式会社フレッセイ／株式会社北総交通／一般財団法人北海道青少年科学文化財団／ホ
テル日航成田／政木写真館／みどり鍼灸治療院／眼鏡工房凛／医療法人社団森下皮膚科医院／矢橋ホールディングス株式会社／山崎製パン株式会社／医療法人山下医院／合資会社山本屋／有
限会社ユア商事／湯河原珠算専修会／ロイヤルホールディングス株式会社／株式会社ワコールホールディングス

その他多くの方よりご寄付を頂戴しております。ご支援に心より感謝を申し上げます。

2021年中に合計 114,588千円のご寄付を賜りました。多くの企業・法人・団体、また個人の皆様がご協力くださっていることに、
この場を借りて、心より感謝申し上げます。

個人の皆さま　（五十音順・敬称略）　2021年 1月～ 12月までの主な寄付者の皆さま
データ版では非公開とさせていだきます。

一般寄付※

※支部への寄付を含む
個人、団体、企業の皆様より、計 31,885千円のご寄付をいただきました。

指定寄付
（奨学金等） 個人、団体、企業の皆様より、計 82,703千円のご寄付をいただきました。

募金活動の状況
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これからも世界と共に生きるために。継続的なご支援をお願いします。

マンスリー・カード・サポーターになる
月々一定額（月 1,000円～）でAFSの事業を支えてくださる方が
年々増えています。
（！）ご登録のクレジットカードが有効期限を迎えた方には、メールでご案内を差し
上げています。ご案内を受け取られた際は、更新のお手続きをお願いいたします。

企業・団体として寄付をする
AFSと共に、世界をよりよく変えていける人を応援しませんか？
AFSは、自分自身をグローバル・コミュニティの一員として認識し、
異なる文化の人々とオープンかつ適切で効果的に対話し、世界の
平和と持続可能な開発のために協力できる人材を育成しています。
マッチングギフトによるご寄付やBenevity経由のご寄付も増えて
います。
※AFS日本協会へのご寄付は、通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、
損金算入が認められます。

古本募金（チャリボン）
読み終えた本を寄付に変えることができます。
ISBNバーコードが付いている書籍やDVDが寄付になります。
個人はもちろん、企業・団体での利用も可能です。

One AFS 

Voice from AFS supporters

相続財産の寄付・遺贈のご相談
次世代に思いをつなぐことができます。「AFS活動で最も必要
なところに活用してほしい」、「いまの高校生に留学の機会を
提供したい」など、ご相談に応じています。

寄付担当までお気軽にご連絡ください
AFS日本協会　Email：bokin@afs.or.jp 

遺贈・相続財産のご寄付について、9月 16日（金）12:00 ～
説明会を開催します。
お申し込みはフォームもしくはメールから。

ふるさと納税（港区・団体応援寄付金）
AFS日本協会の事務所がある東京都港区のふるさと納税制度
「団体応援寄付金」を活用してAFS活動を支援できます。寄付
額の７割（上限）が、AFSへ補助金として支給されます。

「東京共同電子申請・届出サービス」サイトから
もしくは港区へお電話で TEL：03-3578-2622　

お申し込みはWEBサイトから

運営：株式会社バリューブックス

寄付担当までお気軽にご連絡ください

AFS日本協会　Email：bokin@afs.or.jp 

お申し込みはAFSのWEBサイトから

VISA、MASTER　左記のクレジットカードが
ご利用いただけます

AFS　マンスリー・カード・サポーター 検索

AFS　CSR 検索

AFS　チャリボン 検索

One AFS寄付会員（個人）

One AFS寄付会員（法人・団体）

50年前の1968-69年アメリカで過ご
した 1年は私の人生の中でもっとも貴
重な経験となっています。これからも
若者がそのような経験を続けられるこ
とを願っています。

派遣の際は大変お世話になりありがと
うございました。現在は家庭を持ち、
二児の母、妻、仕事を通し社会人とし
て、日々奮闘して過ごしています。様々
困難な社会情勢ですが、一人でも多く
の方が希望を持って夢に向かって留学
できる事を願っております。

ご縁でAFSを知りました。将来自分の
子にも活用させたいと考えています。
頑張ってください。



公益財団法人

AFS日本協会
UNESCOオフィシャルパートナー

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の実現に向けて行動しています。
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編集発行　　　　公益財団法人AFS日本協会　
デザイン・印刷　株式会社佐伯コミュニケーションズ
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@afsjapan @afsjapan AFS Japan@afs_japan

　AFS日本協会 検 索

AFS日本協会事務局からのお知らせは、主にメー
ルでお届けします。住所・電話番号やメールアド
レスのご変更は下記QRコードまたはURLにアク
セスいただき、ご連絡いただき
ますよう、お願いいたします。

https://bit.ly/3O7S5N0




