一般財団法人

あしなが育英会

遺児への支援を呼びかける学生たち＝ 2021 年 12 月 11 日、新宿駅西口・小田急百貨店前

奨学生8,000人突破
12都市で緊急街頭募金
あしなが奨学金を頼りに学ぶ遺児らは、2021
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月 11・12 日の２日間、全国 12 都市 14 か所限

年度、初めて8,000人を超えました。2021年10

定で開催されました。
半世紀にわたって毎年春秋、

〜11月に実施した高校奨学生の保護者アンケー

全国約 200 か所で行われてきた街頭募金ですが、

トには「弱者は生きていてはダメなんでしょう

コロナのため 2019 年秋を最後に中止となって

か」「毎日、もうおわりだと感じます」など悲痛

いました。２年ぶりに復活したのは、
「遺児家庭

な訴えがつづられていました。一時、おさまりか

の窮状を社会に伝えたい」
「後輩の高校生たちの

けたように見えたコロナ禍は、遺児家庭をそこま

奨学金を絶やしてはならない」という大学奨学生

で追い詰めていたのです。奨学生の増加は、経済

の強い思いからでした。各地で多くの方からご寄

的苦境の深刻化を反映したものでした。

付と、
「コロナに負けず、がんばって」という励
ましの言葉をいただきました。

「遺児の未来を支えるためにご協力ください」
張り詰めた声が寒空に響き渡りました。あしな
が大学奨学生らによる街頭募金が、2021 年 12

苦境の中で学び続ける遺児、懸命に生きる保護
者、それを支える本会の活動を、あしながさんへ
の感謝を込めて、ご報告いたします。

ご挨拶にかえて

2021年12月発行機関紙掲載のコラムより

「弱者」とともに生きていく
一般財団法人 あしなが育英会 会長

「弱者は生きていては

玉井 義臣

ダメなんでしょうか」

お母さんの震えるような手書きの文字に、胸が
締めつけられます。50 年を超す私の遺児支援活
動でも、こんな言葉は見たことがありません。
あしなが育英会は 2021 年 10・11 月、すべて
の高校奨学生の保護者を対象にアンケート調査を
行いました（有効回答数 2,647）
。冒頭の言葉は、
この調査の自由記述欄に書かれていたものです。
選択質問の回答にも言葉を失いました。
・４人に１人は「収入なし」（2021 年 9 月）
。
・平 均月収は 10 万 6,485 円（同）。３年前の調
査よりおよそ１万円減少。
コロナ感染者が急速に減り、社会は以前に戻り
つつあるように見えました。しかし、
遺児家庭は、
さらに追い詰められていたのです。

２年ぶりの街頭募金に私も参加し、
「あしながさん」
のあたたかさに触れることができました＝ 12 月
11 日、東京・新宿駅西口

◇
2021 年 12 月 11・12 日、あしながの大学奨学生たちが２年ぶりに街頭募金に立ち上
がりました。毎年春秋 50 年続いた街頭募金は、コロナのため 2020 年春から連続４回で
きませんでした。今回は異例の真冬、12 都市限定です。私も新宿駅西口に行きました。
パーキンソン病を抱えた 86 歳ですので、立ち続ける自信はありません。車いすでの参戦
です。
「あしながの学生さんに会える日を待っていたよ！」
途切れることのないご寄付と激励の言葉に、胸が熱くなりました。
◇
あしなが奨学金を使って学ぶ学生は増え続け、8,000 人を超えました。
私は全職員に対してこう言いました。
「奨学生が立ち上がってくれた。私たちも全力で、あしなが奨学金を守ろう」
私は昨年 4 月、遺児を思い「何があっても君たちを守る」と言いました。その思いは、
さらに強くなっています。お母さん、お父さん、奨学生諸君。みなさんは決して孤独では
ありません。
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奨学金

■ あしなが奨学生、長引くコロナ禍で増加
あしなが奨学金で学ぶ学生は、2021 年度、初め

すのが目的でした。これにより、
「奨学金を返せる

て 8,000 人を超え、8,487 人となりました。奨学

か心配」と進学をあきらめていた遺児たちも本会

金の総額は 63 億円に達しました。

奨学金を申し込むようになり、奨学生数は急激な

あしなが育英金は、2017 年度までは返還が必要

増加傾向へと転じました。

な「貸与型」のみでした。しかし 2018 年度に返

コロナ禍による遺児家庭の経済的困窮により、あ

還不要の「給付型」を新設し、従来の貸与型に上

しなが奨学金を使って進学する遺児らは、さらに

乗せした現行の奨学金制度へと移行しました。困

増えています。

窮している遺児学生をアルバイト地獄から救い出

57億円

奨学金総額

63億円

48億円
■ 大学院
■ 専修各種
■ 大学
■ 高校

40億円

22億円

23億円

8,487人

22億円
7,807人

奨学生数
5,323人

2015年度

5,100人

2016年度

6,552人
5,336人
4,726人

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度
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コロナ禍影響調査

全国で報道
長引くコロナ禍が遺児家庭に与えた深刻な影響
を報道関係者に説明する大学奨学生ら。前列中
央は玉井本会会長。遺児の保護者の方（前列左
のお２人）にも参加していただいた＝ 月４日、
あしなが育英会本部で

■ 支援求める保護者の声

12

長引くコロナ禍が遺児家庭に及ぼした影響を明

てはダメなんでしょうか」
、
「毎日、もうおわりだ

らかにするため、本会は 2021 年秋、高校奨学生

と感じます」などの支援を求める悲鳴に近い言葉

の保護者 3,994 人を対象にアンケート調査を実施

も書かれていました。また保護者 111 人に対する

し、12 月 4 日に記者発表を行いました。

オンライン聞き取り調査でも、苦境を訴える生の

調査では、回答者の「4 人に 1 人が収入ゼロ」
、
9 月の平均月収は一般労働者より約 14 万円低い
「10 万 6,485 円」
、さらに就労中の保護者の「5 人

声が多数寄せられました。
【アンケート調査概要】
対象：高校奨学生の保護者 3,994 人

に 1 人がコロナ禍が原因で転職・離職」など、遺

期間：2021 年 10 月 20 日～ 11 月 3 日

児家庭の困窮がますます進んでいることが明らか

回答：2,647 人（回答率 66.3%）

になりました。自由記述欄には「弱者は生きてい

■ 保護者の４人に１人以上が「収入なし」

収入なし
27.6％

回答方法：Web 及び回答用紙郵送

■ 保護者の平均手取り月収 10 万 6 千円。
コロナ禍前から 1 万円以上減
2021 年 9 月時点の保
護者の平均手取り月
収 は 10 万 6,485 円。
コ ロ ナ 禍 前 の 2018
年 9 月の調査時と比
較して１万 500 円も
ダウンしています。

11.7

10.6

2018

2021

万円

2021 年 9 月の就労収入が 0 円と回答した
保護者は 27.6％で、2018 年調査から 7.4
ポイントも上昇しました。
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万円
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■ 自由記述

（愛知県・40代・母親）

（熊本県・40代・父親）

（東京都・50代・母親）

（神奈川県・50代・母親）

●遺児家庭調査結果の詳細は、ホームページに掲載しております。
https://www.ashinaga.org/100voices/
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教育支援
学生寮・心塾（こころじゅく）

巣立ちの春

卒塾式

「あしなが心塾」の屋上で記念撮影する卒塾生。
玉井塾長の直筆による「志」色紙の贈呈は、東
西心塾卒塾式の伝統

■ 奨学生

こころじゅく

本会の学生寮「あしなが心 塾（東京都日野市）
」
の卒塾式が２月５日、「虹の心塾（神戸市東灘区）」
の卒塾式が２月 13 日に行われました。新型コロナ
ウイルスの影響により、式はオンラインと対面を
組み合わせて実施。あしなが心塾からは 19 人、虹
の心塾からは１人が卒塾し、それぞれの志を胸に
次のステージへと飛び立ちました。

虹の心塾（兵庫県神戸市）

心塾

「虹の心塾」の講堂で記念撮影

あしなが心塾（東京都日野市）

東京と神戸にある大学奨学生のための学生寮「心塾（こころじゅく）
」では、
「暖い心」
「広

い視野」「行動力」「国際性」を兼ね備えた人材の育成をめざしています。寮費は朝晩の食事と光熱費
をふくめて 1 か月１万円。仕送りの望めない地方の学生でも、首都圏や関西圏の大学に進学できる環
境が整っています。文章指導や英会話など独自の教育プログラムも実施しています。
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ラーニング サポート プログラム

■ 大学奨学生らの学習支援が遺児小中学生の意識を変えた

小中学生学習支援プログラムを事業化し、通年

に進学を果たすことができました。参加者アンケ

で実施しました。本会大学奨学生を中心としたボ

ートでは、
小中学生の 8 割がプログラムを通して「新

ランティアが、遺児家庭の小中学生と 1 対 1 のペ

しい学びがあった」と回答。また保護者の 9 割以

アを組み、週に 1 回 1 時間のオンラインでの学習

上が「プログラムが期待に応えられている」と捉

支援を継続的に行っています。21 年度は 59 人の

えており、
「大学生のお兄さんと接する機会を通じ

小中学生が参加し、最終的な学習支援の実施回数

て、自分も大学生になりたいと言うようになりま

は 2,074 回（＝ 2,074 時間）にのぼりました。ま

した」といった声も寄せられました。学びに伴走

た参加者のうち 15 人は中学 3 年生で、ボランティ

してくれるボランティアから勉強以外にも様々な

アによる丁寧なサポートを受けながら全員が高校

刺激や将来について考える機会を得ています。

あしなが BASE

■ 高校奨学生に向け、大学進学お役立ち情報を発信
あしなが奨学生が集まる恒例行事「つどい」の

とその保護者を合わせて 2,348 人となり、前年よ

開催中止を受け、高校奨学生とその保護者を対象

りも約 600 人増えました。様々な情報を掲載した

に、進学や将来設計に関する情報について SNS を

WEB サイトにおいては延べ 25,937 人、58,908

利用して配信するプログラム「あしなが BASE」を

回の閲覧がありました。保護者からは「あしなが

前年度から引き続き提供しました。

BASE からの情報のおかげで制度に申込み、支援を

公的な支援制度に加え、あしなが育英会以外の

受け取ることができました」といった声が寄せら

民間の支援やサービス等、高校奨学生やその家庭

れています。
「あしなが心塾」での生活を紹介した

のニーズに即した情報をより分かりやすい内容に

際は、高校生から寄せられた質問に大学生や職員

まとめ、公式 LINE を通じて隔週で配信を行ってい

が答えるなど、奨学生の生の声を活かしたあしな

ます。登録者は 2022 年３月時点で、高校奨学生

がならではの情報配信にも力を入れています。
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あしながさんへ感謝を込めて
あしなが奨学生は、あしながさんへの感謝を込めて、残暑見舞い、年賀状、卒業礼状を
書きます。2021 年度は、コロナ禍でも夢をあきらめず、勉強や部活に懸命に取り組む熱
い気持ちがつづられていました。

残暑見舞い

古川球英・千葉県・大１
笑いあえる仲間

●●
高
●
３
●●
大
●
１
宮里 鷹翔・沖縄県・高専 3
高専ロボコン全国大会に出場し、特別賞を受け取りました（右側が自分）
8

畠山楓彩・京都府・高 1
弓道部に所属してます。秋の全国大会に
向け毎日練習中です

若林真生・大阪府・高３
吹奏楽部の同期

あしなが育英会

2021年度 活動報告

年賀状

宮平優佳・沖縄県・高 3
夢を実現させます !!

●●
短
●
２
卒業礼状
辰巳讃良・京都府・高１
理系科目をがんばる !!

●●
●
高
３
緑川奈々恵・神奈川県・専３
国家試験に合格するぞ！

●●
院
●
２

山城沙羅・兵庫県・高３
大学入試を軸にやりたいことをたくさん
やります！
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遺児支援運動のシンボル 誕生 40 周年記念企画

■ 奨学生が描いた「私のあしながさん」
シルクハットの紳士の後
ろ姿と、足元で遊ぶ子ども
たち。小説『あしながおじ
さん』に着想を得たこの絵
は、40 年前、当時奨学生だ
った天野聡美さん（現・本
会 副 会 長 ） が 描 い て 以 来、
遺児支援のシンボルとして
愛されてきました。あしな
がさんイラスト誕生 40 周年
を記念し、奨学生が描いた
作品をご紹介します。
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イラスト・天野聡美

「季節やテーマに合わせて、いっしょに描
く花や動物、子どもたちの服装などにも工
夫を凝らしています」

八木沢美月・茨城県・高２

塚田奈々恵・神奈川県・専３

田中彩花・神奈川県・高 2

稲垣真緒・愛知県・大 4

あしなが育英会
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心のケア

■ 元阪神タイガース・桧山進次郎さんを迎えて
阪神・淡路大震災遺児への支援から 20 年

桧山 進次郎さん

神戸レインボーハウスで記念対談

阪神タイガースは

と思い、球場で売り子の

2002 年、阪神・淡路

アルバイトを始めた。試

大震災（1995 年）で

合前のシートノックの

親を亡くした子ども

とき、汀さんが「ひーや

たちを励ます大キャ

ん」とアルプススタンド

ンペーンを展開した。

から桧山さんに声をかけ

発案者は自身も生ま

る。
「汀ちゃん、おーい。

れる前に父親を亡く

仕事がんばりやー」
。そ

した星野仙一監督（当

んなやりとりも習慣だっ

時）。選手全員がヘル

た。

メットに「あしなが育

英会」のステッカーを貼り、震災遺児を甲子園球

小島 汀さん

つながれた手の先に

場に招待。主力選手らが球場での募金活動などで

2013 年 10 月 13 日、桧山さんの現役最終試合

支援した。あれから約 20 年。当時の選手会長だっ

の九回裏二死。
「代打・桧山」のコールに沸き返る

た桧山進次郎（ひやま しんじろう）さんと、震災

甲子園、ライトスタンドにホームランを放った。そ

で阪神ファンの父を亡くした小島汀（おじま みぎ

の日は汀さんの甲子園球場のアルバイト最終日だ

わ）さんが対談した。

った。
「これ見ないと今日は終わられへん」
。球場
裏のスクリーンで、大歓声の中、泣きながら桧山

娘のように見守って

さんの勇姿を見届けた。

阪神タイガースは亡くなった父が「めちゃめちゃ

「めちゃめちゃかっこよかったです。売り子最終

好きだった」球団。汀さんの阪神キャップは、が

日を飾ってくれたって勝手に思ってました」
。
「や

れきの中から出てきた父の遺品だった。2002 年の

っぱり娘が見てくれてました！」
。桧山さんの顔に

支援以来、毎年レインボーハウスを訪問してくれ

も満面の笑みがひろがった。

ていた桧山さんは、汀さんの成長を親のような気

汀さんは、今もパワーチャージに甲子園に行く。
桧山さんが好きな、阪神タイガースが好きな人た

持ちで見守ってきた。
「元気な笑顔で『ひーやん、ひーやん』ていわれ
たらね、こっちまで幸せになりますよ。もう娘み

ちとのつながりが、そこにはある。
「甲子園のアル
プススタンドが、私の原点で故郷なんです」。

たいなもんですよね」。陸上部でがんばっていたこ

これからも、
「ひーやんと汀ちゃん」２人の、父

とも覚えているし、汀さんがラジオ出演した時は

親と娘のような、人生の先輩後輩のような、友だ

サプライズで駆け付けた。

ちのような、そんなかけがえのない、温かい関係

汀さんは、大学生のとき「タイガースと桧山さん
を一番近くで感じるには、売り子をするしかない」

性は続いていくのだろう。２人のつながれた手の
先には、汀さんのお父さんが見守っている。

対談の全文をホームページに公開しています。ぜひお読みください
https://www.ashinaga.org/media/report/10299/
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心のケア

■ 本会が協力

自死遺児がテーマのNHKドラマ「家出娘」大反響

「自死遺児」をテーマにした NHK ドラマ『家出娘』

◆石塚監督のコメント

が、本会の 8 か月に及ぶ協力を経て完成し、2022

「あしなが育英会とつながることができ、とても

年 3 月 22 日に放送されました。放送直後からツ

深みのあるドラマに仕上がりました。感謝してい

イッターなどで「引き込まれた」
「涙が止まらない」

ます。このドラマが自死遺児のことを考えるきっ

といった反響が広がりました。

かけになってくれれば、と願っています」

この作品は次世代の脚本家を育てるため、NHK
と放送作家協会が共催している「創作テレビドラ
マ大賞」の第 45 回大賞受賞作です。
母を自死で亡くした少女と、叔母（母の妹）と

◇
「家出娘」はドイツ・ハンブルクで開催された第
23 回ワールドメディアフェスティバルで「子ども・
青少年部門」の銀賞を受賞しました。

の共同生活を「ドキュメンタリーのように撮りた
い」という石塚嘉監督の考えから、本会へ協力依
頼がありました。
本会はちょうど 20 年前、自死遺児が勇気を振り
絞って自らの体験をつづった『自殺って言えなか
った。』（自死遺児編集委員会・あしなが育英会編）
を出版しました。
それ以来、自殺対策基本法の制定活動（2006 年
成立・施行）
、「レインボーハウス」での継続的な
心のケアなど、自死遺児に関する先駆的な取り組
みを続けています。このことが、今回のドラマに
取材協力という形で関わることにつながりました。
石塚監督らスタッフと出演者の皆さんは、まず、
遺児作文集『何があっても、君たちを守る』
（玉井

自死遺児を演じる木村湖音さん（右）と叔母役のファース
トサマーウイカさん（左）

義臣・あしなが育英会編）を読むことから、自死
遺児の心に近づく努力を始めました。
その後、石塚監督と宇佐川プロデューサーは、西
田正弘・本会心のケア事業部長や、13 歳のとき父
を自死で亡くし、現在は東北の津波遺児らと向き
合っている中村優一職員とのミーティングを重ね
ました。西田と中村が NHK 放送センターに出向き、
「心のケアあしながメソッド」の一部を実際に行っ
てもきました。
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NHK 放送センターで、木村湖音さん（中央）らに心のケア
プログラムの一部を説明する西田・心のケア事業部長（右）
と中村職員（左）

あしなが育英会

2021年度 活動報告

■ 大切な人を思う「こころの居場所」
東日本大震災から 11 年たった 2022 年３月 11
日、大切な人を思う「こころの居場所」を、東北
３か所（仙台、石巻、陸前高田）のレインボーハ
ウスで、コロナ対策を行ったうえで開催しました。
参加者はお墓参りや仕事終わりなどに来館し、近
況を伝えあったり、カードゲームをしたり。笑い
声も聞こえる温かな空気に包まれました。
海に向かって黙とう＝陸前高田

■ 由紀さおりさんがYouTubeで震災遺児の詩を朗読 ▶▶▶

https://www.youtube.com/watch?v=z-UoyZI1dJ8

あしなが育英会が出版した東日本大震災
遺児作文集『お空から、ちゃんと見ててね。
』
（朝日新聞出版）が 2022 年 3 月、歌手の
由紀さおりさんの公式 YouTube チャンネ
ルで紹介されました。由紀さんは「３・11
から 11 年が経過するにあたり、震災を経
験した子どもたちの言葉を世の中に伝えた
い」という思いで、本書を手にとってくだ
さいました。
動画では、震災で親を亡くした子どもた
ちがつづった作文の中から「うそでしょ、
なんで」「津波で亡くなったお父さん」
「今
後もずっと悲しみがある」の３篇を朗読し

深く落ち着いた声で、子どもたちの切
実な思いを読み上げてくださった

てくださいました。

■ 津波遺児と自死遺児の対談

『お空から、ちゃんと見
て て ね。』 は 全 国 の 書
店、またはインターネッ
ト書店でお求めいただ
けます。

NHKホームページで紹介
https://www.nhk.or.jp/gendai/comment/0025/topic029.html

小学３年の時、大好きなお父さんを津波で亡く
した萩原彩葉さん（写真右）。家でも学校でも涙を
見せなかった彼女が初めてつらい気持ちを話せた
相手が、本会のボランティアで自身も自死遺児だ
つた森田望奈未さんでした（同左）。４年ぶりに再
会した二人。震災後の歩みや気持ちの変化、そし
て今後の生き方について語り合った対談が NHK の
ホームページで紹介されました。
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アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想

■ コロナで自国待機のアフリカ遺児、志を胸に入国
本会が支援するアフリカ人留学生らが、日本の
大学に通うために来日した。彼らは「あしながア
フリカ遺児高等教育支援 100 年構想」で選ばれた
優秀な遺児で、日本の大学に留学する機会を通し
て、母国の発展を担うリーダーとなるための技能
と「志」を養う。新型コロナウイルスの影響により、
長い待機期間と度重なる検査が必要となったが、日
本政府のコロナ対策を厳格に守り、新年度の開始
に間に合わせることができた。来日する 17 人のう
ち 2 人の喜びのコメントをご紹介する。
♦デボラさん
（ガーナ出身・立命館アジア太平洋大学）
日本での最初の数日間は、驚きの連続でした。
地下鉄の乗車券を購入するときの複雑さ、街中に
ある自動販売機の多さ、コンビニですぐに食べら
れる食事が買えることに驚きました。地下鉄で改
札を通る時も、コンビニでジュースを買っていて

３月 23 日、笑顔で成田空港に到着した（左から）クレメ
ントさん（マラウイ出身・山梨学院大学）、メルシさん（ル
ワンダ出身・会津大学）、デボラさん（ガーナ出身・立命館
アジア太平洋大学）

♦メルシさん
（ルワンダ出身・会津大学）
正直なところ、今年中に日本に入国できるのか、

も、人々はお辞儀をします。日本人は礼儀正しいし、
素晴らしいサービスがあると思いました。私は大

希望を失いかけていました。しかし、神様に感謝

学で多くの技術と能力を身につけ、この素晴らし

です。自分の夢を実現し、人間として成長するた

い文化に適応していきたいと思っています。

めに、やるべきことがたくさんあります。

■「がん研究で人の役に立ちたい」
100年構想卒業生の今ー

アネットさん（ウガンダ出身）

ウガンダの小さな村で生まれたアネットさんは、
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◇

両親を亡くしました。祖母と現地 NPO の支援で高

「100 年 構 想 は 私 の 人 生

校に進学。猛勉強の結果、100 年構想生として選

を変えてくれました。極度

抜され、筑波大学で生物学を専攻しました。在学

の貧困の中で勉強をするこ

中は街頭募金も経験し、「知らない人から『がんば

とはつらいこともありまし

って』と声をかけられ、心が温まりました」。ルワ

たが、自分で心を決めて努

ンダやウガンダのインターンシップを通じてアフ

力し、自分に力を与え信頼

リカのがん治療の課題を痛感。卒業後、英連邦奨

してくれる人が周囲にいれば、夢はかなうと知り

学金を得てオックスフォード大学で放射線生物学

ました。以前は自分と家族のことのみ考えていま

を修め、現在は全額給付の奨学生として、マンチ

したが、今はがん研究を通じて、助けを必要とす

ェスター大学博士課程で研究を続けています。

る全ての人の役に立ちたいと考えています」

あしなが育英会

2021年度 活動報告

■ アフリカの遺児の「今」をお伝えします
あしなが育英会は、アフリカの遺児の状況と本
会の支援活動を伝えるレポートを創刊しました。学
生へのインタビューやウガンダとセネガルにある

アフリカ支援の
活動報告はこちら

本会拠点の職員らから届いたホットな記事・写真
が掲載されています。アフリカ遺児支援のあしな
がさんに、毎年お届けします。本会ホームページ
にもアップしていますので、ぜひ覧ください。

https://www.ashinaga.org/media/category/report-africa/

■ 日本各地の学校で学ぶアフリカ出身のあしなが奨学生

計

62

秋田県（3）
国際教養大学（3）

人

2022年5月時点

岡山県（9）
岡山大学（9）

福井県（1）
福井大学（1）

広島県（2）
叡啓大学（2）

滋賀県（2）
立命館大学（2）

兵庫県（3）
京都府（3）
関西学院大学（1） 同志社大学（2）
兵庫県立大学（1） 京都先端科学大学（1）
神戸学院大学（1）

茨城県（1）
筑波大学（1）
埼玉県（6）
東京国際大学（5）
東京日語学院（1）

大分県（4）
立命館
アジア太平洋大学（4）

大阪府（1）
立命館大学（1）

福島県（2）
会津大学（2）

山梨県（2）
山梨学院大学（2）
愛知県（1）
名古屋大学（1）

東京都（17）
慶應義塾大学（1）
工学院大学（1）
国際基督教大学（1）
東京都立大学（1）
上智大学（1）
法政大学（3）
早稲田大学（2）
東洋大学（1）
東京日本語教育センター（6）
神奈川県（5）
東海大学（3）
慶應義塾大学（2）

あしながアフリカ遺児高等教育支援 100 年構想
サブサハラ・アフリカ地域 49 か国の各国から優秀な遺児を選抜し、日本をはじめ世界中の大学に
留学する機会を提供することで、将来さまざまな分野で活躍し、母国の発展を担うリーダーを育成す
る活動です。この活動で日米欧ブラジル等の世界有数の大学に留学する学生を 100 年構想生といい、
2014 年度採用の 10 人を皮切りに、2021 年度までに累計 250 人以上が世界の大学へ入学しました。
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役員・評議員
理

事

会長

評議員 
玉井

敬称略

義臣

あしなが運動創始者

石原

孝代

看護師、社会福祉士、介護支援専門員

会長代行 村田

治

関西学院大学 学長、中央教育審議会委員

緒方

洪章

堀田

力

公益財団法人さわやか福祉財団 会長、
弁護士、元検事

画家、緒方家洪庵会 会長、新宿朝日カル
チャーセンター講師、三越カルチャーサロ
ン講師

樋口

恵子

NPO 法人高齢社会をよくする女性の会 理
事長、東京家政大学 名誉教授

小倉

良弘

弁護士

小澤

俊朗

青野

史寛

ソフトバンク株式会社 専務執行役員兼
CHRO

元駐南アフリカ特命全権大使
元在ウィーン日本政府代表部大使

天野

聡美

あしなが画家、イラストレーター

松本

紘

公益財団法人国際高等研究所所長、理化学
研究所相談役、前京都大学総長

祐吉

一般財団法人あしなが育英会 学生事業部
長

副会長

専務理事 岡﨑
理事

朋江

福岡女子短期大学子ども学科 教授

菅原

直志

東京都議会議員

副田

あけみ

東京都立大学・首都大学東京名誉教授

堂道

秀明

元駐インド特命全権大使、前国際協力機構
（JICA）副理事長、元外務省中東アフリカ
局長

長彦

一般財団法人あしなが育英会 会長補佐

小林

雅之

桜美林大学 国際学術研究科 大学アドミニ
ストレーション教授

神余

隆博

関西学院 理事、関西学院大学 特別任期制
教授、国連・外交統括センター長

富永

典子

須田

洋平

弁護士、米国ワシントン州弁護士

日仏経済交流委員会代表、欧州連合 EU 駐
日代表部元儀典課長

長島

美紀

認定 NPO 法人 Malaria No More Japan
理事、一般社団法人 SDGs 市民社会ネッ
トワーク業務執行理事、合同会社ながしま
笑会代表社員

亨江

大六野

一般財団法人あしなが育英会 事務局長・
アフリカ事業部長
耕作

明治大学 学長

田中

愛治

早稲田大学 総長、日本私立大学連盟 会長

田中

健一郎

弁護士

曄道

佳明

上智大学学長

山口

佳三

北海道大学 名誉教授、北海道大学 元総長、
京都大学 監事

吉岡

知哉

独立行政法人日本学生支援機構 理事長

問

堀

監

名誉顧問 岡嶋

信治

交通事故遺児を励ます会 会長
元財団法人交通遺児育英会 理事
元交通遺児を励ます会全国協議会 会長

顧問

加藤

工藤

関

顧

カシンスキー・ 医療法人社団心和会江東メディカルタワー
リチャード・ 総院長、米国スタンフォードソリューショ
ン共同創設者・ディレクター
ヒデキ

金木

正夫

米国ハーバード大学医学部マサチューセッ

櫻井

芳雄

あしなが学生募金提唱者

吉田

和彦

元あしなが育英会 事務局長

正二

大阪国際がんセンター名誉総長、大阪大学
名誉教授

事

小谷

勝彦

日鐵住金建材株式会社 常任顧問、ＮＰＯ
法人国際環境経済研究所 理事長

日髙

清司

弁護士

吉川

明

社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会
常務理事、公益財団法人日本盲導犬協会
顧問

ツ総合病院 准教授

■ 遺贈相談室を開設

近年、遺産を社会のために役立てる遺贈寄付への関心が高まっており、あしなが育英会にも「遺

児の進学のために使ってください」と遺産を託してくださる方が増えています。このため、本会は
2021 年、遺贈相談室を開設。平日９～ 17 時、専属のスタッフが様々なご質問にお答えしています。
本会は少額のご寄付や不動産、有価証券及び貴金属、絵画等の動産のご寄付も受け付けているほか、
「全財産を包括して遺贈する」とする包括遺贈も承っています。
フリーダイヤル
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メール

legacy@ashinaga.org

あしなが育英会
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■ 貸借対照表

Ⅰ
資
産
の
部

Ⅱ
負
債
の
部

Ⅲ
正
味
財
産
の
部

科
目
１．流動資産
現金預金
未収金
前払費用
経費前払金
流動資産合計
２．固定資産
（１）基本財産
一般財産
基本財産合計
（２）特定資産
指定正味財産奨学基金積立資産
東日本大震災遺児支援積立資産
退職給付引当資産
奨学金積立資産
アフリカ 100 年構想積立資産
建物修繕積立資産
特定資産合計
（３）その他固定資産
奨学貸与金
建物・建物付属設備・構築物
什器備品
土地
受贈不動産
ソフトウェア
建設仮勘定
電話加入権
差入保証金
金銭信託
破産更生債権等
返還免除引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
１．流動負債
未払金
預り金
仮受金
期末手当引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
資産除去債務
固定負債合計
負債合計
１．指定正味財産
指定正味財産奨学基金
指定正味財産合計
（うち基本財産への充当額）
（うち特定資産への充当額）
２．
一般正味財産
（うち基本財産への充当額）
（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

2021年度 活動報告

この決算報告は、有限責任あずさ監査法人による監査を受け、
理事会並びに評議員会の承認を経た財務諸表等の要約です。

（単位：円）

２０２２年３月３１日現在
当

年

度

前

年

度

増

減

3,655,643,340
24,353,649
9,095,389
4,517,239
3,693,609,617

3,433,562,770
38,096,432
7,941,121
2,730,443
3,482,330,766

222,080,570
△ 13,742,783
1,154,268
1,786,796
211,278,851

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

-

664,082,250
3,029,855,969
471,487,337
2,200,000,000
1,000,000,000
7,365,425,556

207,681,866
3,027,413,582
410,351,883
3,700,000,000
1,000,000,000
8,345,447,331

456,400,384
2,442,387
61,135,454
△ 1,500,000,000
△ 980,021,775

30,020,932,592
2,381,663,931
21,317,833
1,743,400,000
824,213,540
29,139,202
125,554,000
1,352,624
107,857,016
16,834,013
382,708,250
△ 1,268,891,350
34,386,081,651
41,754,507,207
45,448,116,824

28,360,878,863
2,487,565,546
27,932,506
1,743,400,000
114,822,126
51,170,574
138,204,000
1,352,624
108,241,016
359,719,500
△ 1,280,036,872
32,113,249,883
40,461,697,214
43,944,027,980

1,660,053,729
△ 105,901,615
△ 6,614,673
709,391,414
△ 22,031,372
△ 12,650,000
△ 384,000
16,834,013
22,988,750
11,145,522
2,272,831,768
1,292,809,993
1,504,088,844

63,601,395
9,885,148
12,000
54,086,498
127,585,041

71,612,473
6,650,757
3,119,500
49,620,394
131,003,124

△ 8,011,078
3,234,391
△ 3,107,500
4,466,104
△ 3,418,083

471,487,337
376,984,493
848,471,830
976,056,871

410,091,803
375,408,033
785,499,836
916,502,960

61,395,534
1,576,460
62,971,994
59,553,911

664,082,250
664,082,250
(664,082,250)
43,807,977,703
(3,000,000)
(6,229,855,969)
44,472,059,953
45,448,116,824

207,681,866
207,681,866
(207,681,866)
42,819,843,154
(3,000,000)
(7,727,673,662)
43,027,525,020
43,944,027,980

456,400,384
456,400,384
(456,400,384)
988,134,549
( △ 1,497,817,693)
1,444,534,933
1,504,088,844
17
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■ 正味財産増減計算書
科
Ⅰ

（単位：円）

２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日
目

当

年

度

前

年

度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
特定資産運用益
①特定資産受取利息

2,442,387

2,333,550

108,837

6,133,507,246

6,985,286,624

△ 851,779,378

43,600,000

71,950,000

△ 28,350,000

受取寄付金
①受取寄付金
②指定正味財産からの振替額
雑収益
①寮費収入

10,890,000

7,820,000

3,070,000

②受取利息

1,460,362

2,401,432

△ 941,070

③その他の収入
経常収益計

1,772,982

1,130,543

642,439

6,193,672,977

7,070,922,149

△ 877,249,172

2,459,240,000

2,237,165,000

222,075,000

-

2,504,800,000

△ 2,504,800,000

638,030,829

614,678,644

23,352,185

（２）経常費用
①事業費
奨学給付金（災害支援金含む）
緊急支援金
給料手当
退職給付費用

38,909,415

39,856,252

△ 946,837

法定福利費

87,123,688

85,968,409

1,155,279

旅費交通費

17,113,164

32,352,792

△ 15,239,628

通信運搬費

84,189,460

76,650,014

7,539,446

減価償却費

109,132,988

119,509,218

△ 10,376,230

95,271,912

13,104,363

82,167,549

ソフトウェア開発費
什器備品費

6,685,387

5,247,925

1,437,462

消耗品費

5,577,218

6,792,546

△ 1,215,328

修繕費

66,005,252

12,642,406

53,362,846

印刷製本費

25,274,848

24,139,445

1,135,403

光熱水料費

33,014,543

29,208,209

3,806,334

賃借料

85,578,086

87,644,352

△ 2,066,266

保険料

4,528,427

3,571,979

956,448

諸謝金

15,509,651

13,276,574

2,233,077

租税公課

40,304,900

18,894,538

21,410,362

223,638,788

221,425,225

2,213,563

30,165,347

34,015,874

△ 3,850,527

書籍購入費

9,274,240

10,840,000

△ 1,565,760

引落手数料

2,512,059

2,534,576

△ 22,517

31,192,273

30,519,503

672,770

5,462,443

5,751,245

△ 288,802

委託費
送金手数料

給食費
職員研修費

4,654,514

4,825,915

△ 171,401

留学支援費

学生募金経費

184,437,114

197,187,215

△ 12,750,101

海外活動支援費

408,496,948

346,091,428

62,405,520

返還免除引当金繰入

10,306,407

566,380,449

△ 556,074,042

その他事業費

72,541,905

158,797,281

△ 86,255,376

4,794,171,806

7,503,871,377

△ 2,709,699,571

事業費計
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（単位：円）
科

目

当

年

度

前

年

度

増

減

②管理費
給料手当

147,627,706

158,034,830

△ 10,407,124

退職給付費用

32,893,202

15,584,178

17,309,024

法定福利費

26,879,624

30,104,867

△ 3,225,243

旅費交通費

5,497,891

5,816,504

△ 318,613

通信運搬費

4,583,612

4,573,557

10,055

減価償却費

30,666,672

29,947,686

718,986

什器備品費

2,432,935

1,885,504

547,431

消耗品費

2,231,774

1,877,828

353,946

印刷製本費

1,134,162

1,806,763

△ 672,601

光熱水料費

1,871,672

1,690,774

180,898

賃借料

27,908,103

27,782,343

125,760

保険料

110,153

1,083,851

△ 973,698

租税公課
委託費

4,981,000

806,240

4,174,760

73,315,088

90,468,445

△ 17,153,357

送金手数料

1,278,433

2,391,706

△ 1,113,273

職員研修費

1,336,944

3,093,121

△ 1,756,177

役員報酬

23,344,413

17,460,410

5,884,003

監査報酬

13,310,000

4,950,000

8,360,000

その他管理費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額

9,963,238

14,636,768

△ 4,673,530

411,366,622

413,995,375

△ 2,628,753

5,205,538,428

7,917,866,752

△ 2,712,328,324

988,134,549

△ 846,944,603

1,835,079,152

-

-

-

-

4

△4

-

4

△4

-

△4

4

２．経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益計
（２）経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ

988,134,549

△ 846,944,607

1,835,079,156

一般正味財産期首残高

42,819,843,154

43,666,787,761

△ 846,944,607

一般正味財産期末残高

43,807,977,703

42,819,843,154

988,134,549

500,000,000

-

500,000,000

500,000,000

-

500,000,000

384

2,128

△ 1,744

384

2,128

△ 1,744

指定正味財産増減の部
①受取寄付金
受取寄付金計
②受取利息
受取利息計
③一般正味財産への振替寄付金
一般正味財産への振替寄付金計

Ⅲ

△ 43,600,000

△ 71,950,000

28,350,000

当期指定正味財産増減額

456,400,384

△ 71,947,872

528,348,256

指定正味財産期首残高

207,681,866

279,629,738

△ 71,947,872

指定正味財産期末残高

664,082,250

207,681,866

456,400,384

44,472,059,953

43,027,525,020

1,444,534,933

正味財産期末残高

19

Topics
あしなが運動の原点 遺児作文集を出版
半世紀以上続いた遺児を支援する「あしなが運

が育英会は、これまで世に問うてきた作文を厳選

動」は、遺児の作文とともに歩んできました。なぜ、

し、運動半世紀の結晶ともいえる遺児作文集を出

親は死んでしまったのか。なぜ、自分はこんな悲

版しました。本の題名は、コロナ禍で追い詰めら

しい思いをしなければならないのか。その言葉に

れた遺児たちに対し、本会会長・玉井義臣が発し

は、日本社会が抱える問題が凝縮されており、社

た覚悟のメッセージからとったものです。

会を動かす大きな力が込められています。あしな

命の火

（山口県・中一）

●海でボートが転覆し、父親が溺死

死んだ

私のお父さんは

私のために

おぼれた私を助けたために

長生きして

天国に行っちゃうなんて

少しでも

あんなにやさしかったのに

くやしいよ

私は

少しでも

生きなくっちゃ

天国のお父さんに悪いもんね

お父さんの分まで

でないと

私の命の火が消えそうになった時

私にくれたんだ

だって

自分の火を

自分の命の火をね

『何があっても、君たちを守る』
玉井義臣・あしなが育英会（編） 藤原書店
2021 年 7 月 31 日出版 定価 1600 円＋税

※お求めは全国の書店、またはインターネット書店へ

ご支援ありがとうございます。
みなさまの継続的なご寄付のおかげで私たちの活動が続いています。

◆郵便局（ゆうちょ銀行）備え付けの青色の用紙でお
振込みされる際は、下記の口座番号をご利用ください。
ご寄付の使いみちは次の 5 つからお選びいただけます。

1

00140-1-541731

あしなが育英会

◆ゆうちょ銀行以外の銀行やコンビニエンスストア、
また、ウェブサイトからはクレジットカードと Payeasy( ペイジー ) もご利用いただけます。

◆
◆お問い合わせ
お問い合わせ
◆ お問い合わせ
フリーダイヤル（寄付課直通）
（あしなが育英会の活動全般に使わせていただきます）

2 00180-0-15595 あしなが育英会あしながさん奨学金係
3 00140-6-98241 虹のかけはし会員
（国内遺児の心のケア活動）
4 00130-7-776732 あしなが東日本大震災遺児支援募金
5 00150-3-734125 あしながアフリカ遺児教育支援

（寄付課直通）
0120-916-602
（寄付課直通）
0120-916-602
0120-916-602
Eメール
Eメール
Eメール
supporter@ashinaga.org
supporter@ashinaga.org
supporter@ashinaga.org
詳しくはウェブサイトへ
詳しくはウェブサイトをご覧ください
詳しくはウェブサイトへ
https://www.ashinaga.org/support/donation/
https://www.ashinaga.org/support/donation/
https://www.ashinaga.org/support/donation/

一般財団法人 あしなが育英会

TEL （03）3221-0888

〒 102-8639 東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館 4 階

