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摘要

本報告書はアンケート調査と内部事業審査に基づいて、2013-14任期の全国AJET役員会の実績のまと
めである。今年はAJETの事業と活動に関して、多くの（地方自治体国際化協会、以下CLAIRという、の提
案に従って）変化があったため、現在のJET参加者のAJETを通じた今までの経験に関する感想を集め、
これからの活動の方向を決めるのに活かすのが非常に大事だと思われる。

今年は、2013-14任期の全国AJET役員会（以下AJET役員会）がサービスのPRに尽力したが、残念なが
ら、現在のJET参加者のAJETの活動とサービスに対する意識を高めることができなかった。本報告書に
より、未だにサービスの概要や、利用方法に関して混乱があることがわかったため、改善する必要があ
ると考えられる。また、今回のアンケート調査のデータによると、AJETの東京来日オリエンテーションの
不参加がJET参加者のAJETサービスに関する意識とAJETサービスの利用率に否定的な影響を与えて
しまうおそれもあると思われる。

それでも、AJET役員会はJETコミュニティーとの新しいコミュニケーション方法を見つけだし、JET参加
者を支援する活動に取り組むことで、今年の目標を多く達成できた。ただし、CLAIRとの関係の変化の
ため、持続可能な財政だけは今年度も不安定であった。我々AJETは、今年のAJET役員会によって築い
た（続いている事業と新しい事業も含む）枠組みのおかげで、JETプログラムの参加者のJETプログラム
の経験をより満足いくものにし、プログラムの目標を達成させる支援ができたと思う。そして、全国AJET
役員会は今年大きな変化に直面したが、これから積極的により良い組織となり、JETプログラムの参加
者を応援をしたいと決心した。
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はじめに

2013年12月のJETプログラム参加者の会（以下はAJETという）の役員会が参加した意見交換会では、A-
JETとCLAIRとの協力関係に関する変化や、JETプログラム全体の変化について、意見交換を行った。

意見交換によって、AJETは2014年度の東京来日オリエンテーションに参加しない、またはAJETインフォ
メーションフェアも行われないことが分かった。さらに、AJETセンター及びAJETデスクの設置も不可能
であることも発表された。それ以外では、CLAIRは東京オリエンテーションの全体のプレゼンテーション
や研修を実施することで、前回までの生活を含む内容から、より仕事に関する内容を中心とするオリエ
ンテーションを行うと分かった。今までの、日本での生活に関する研修は各地方オリエンテーションに
任せる予定である。

これらの変化に対して、AJETは現在のJET参加者の意見を求め、アンケート調査を行った。また、これか
らもJETプログラムの参加者をよりサポートできるように、サービスの改善に取り組む目的も合わせて
この調査を実施した。

春のアンケート調査の内容は、現在のJET参加者の東京来日オリエンテーションとその後のAJETとの触
れ合い、及びAJETサービスの利用についての項目を含めた。最後に、AJET役員会のメンバーでも、今後
よりAJETサービスを改善するために、今年の目標達成度と今年の事業の自己評価をすることにした。

本報告書はアンケート調査の内容のまとめ、そしてAJET役員会による内部事業審査のまとめを発表す
る。
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調査方法

本報告書のデータはAJETによって平成26年4月1日から18日までの期間に、インターネット調査ツール
を利用して、実施したアンケート調査によるものである。アンケート調査は英語で実施された。質問の
数は、回答者の職種によって異なる。アンケート調査は選択式、複数選択式、自由記述等の形式からな
り、ALTには49項目、スポーツ国際交流員（SEA）と国際交流員（CIR）には11項目にわたって質問した。

アンケート調査の主な四つのテーマは以下の通りである：

• 小学校における英語教育の変化

• 学校現場へのJETコーディネーターの導入

• 外国語指導助手（ALT）が単独で授業を行うこと

• AJETの活動とサービス

便宜上、アンケート調査と同様に４つの観点から、回答を分析したレポートを別途作成した。本報告書
は、小学校での英語教育における変更点という観点でまとめた。報告書で「現在のJET参加者」という回
答者には、初めてのJET参加者も、二回目以上のJET参加者も含まれている。なお、本報告書に記載され
ている数値は、少数第一位を四捨五入して整数にしてある。

JETプログラムに関する用語の名称は、以下のように省略している：

• ALT：外国語指導助手

• CIR：国際交流員

• SEA：スポーツ国際交流員

• AJET：JETプログラム参加者の会

• JET：JETプログラム、または「語学指導等を行う外国青年誘致事業」

• SIG：Special Interest Group、または「専門部会」
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標本調査　

アンケート調査の回答者は計1135人で、全国の現役JET参加者の約26％である。回答者の中で、少数
の回答者は「AJET活動とサービス報告書」の事項に回答しなかったため、そのデータは分析から除外
されており、1053人（全国の現役JET参加者の約24％である）というサンプルサイズで分析を行った。

「JETプログラムの参加者として何年目」という問いに対して、1053人の大多数は「一年目」（42％）と回
答し、「二年目」と「三年目」はそれぞれ（26％）と（19％）であった。下の表は全回答者のJETプログラム年
目別を示している。

42%

26%

19%

8%
5%

<1%

JET滞在の年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

5年目以上

補足：JETプログラムの最長在職期限は5年間であるが、「5年目以上」というのは、JETプログラムに2回
以上参加し、その在職期間が合わせて5年間を超過した参加者のことを示す。

アンケート調査の回答者は2013年度現在のJET参加者であり、現役のALT (91%)、CIR（8％）とSEA（0.25
％）である。下の表は全回答者のJETプログラムでの現役を示している。

91% 8% <1%

JETプログラムでの職種
ALT

CIR

SEA
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結果・討議

AJETとのJETコミュニティー経験

このセクションは春のAJET調査の一部として集められたデータと現在のJETコミュニティーの見解が報
告されている。

AJETとの最初の接触

どのようにして初めてAJETのことを知ったのかという質問に対して最も多かった回答は（全体の回答
者の45％が選んだ）は東京オリエンテーションであった。東京オリエンテーションでのAJETの存在の欠
如はAJETの名称の認知とブランドを多いに減少させたかもしれない、なぜならそのオリエンテーショ
ンがJETプログラムのコミュニティーの大部分と初めて接触をする場であるからである。しかし38％の
回答者が出発に先立ったオリエンテーションで初めてAJETのことを聞いたと回答した。特に１年目の
参加者のほうがこの回答を選ぶ傾向にあった。実際、下記のグラフはAJETが年々出発に先立ったオリ
エンテーションでより認知されていることを明確に示している。AJETのウェブサイト、ソーシャル・メディ
ア、AJET支部、県のアドバイザーを通してAJETを知ったという回答は全体の回答で１−５％に留まっ
た。もし東京オリエンテーションがAJETを促進させる場でなくなったならば、このような媒体を通して
AJETの認知度をあげる必要性がでてくるかもしれない。

0%

20%

40%

60%

AJETを知ったきっかけは何でしたか？

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
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東京オリエンテーションでの経験

AJETはAJETセンターとAJETデスクを通じてこれまで東京オリエンテーションに参加をしてきた。ほと
んどの回答者（全体の61％）が東京オリエンテーションのあいだにどちらかを訪ねたと報告した。しか
し、18％の回答者はどちらも訪れなかったと報告し、20％の回答者は覚えていないと報告した。それで
も回答者の大部分は東京オリエンテーションでAJETと接触をした。実際、この傾向は年々増加傾向にあ
る。2012年東京オリエンテーションでAJETセンターとAJETデスクを訪問したと回答したJET参加者の割
合（56％）と比較すると、2013年東京オリエンテーションでそれらを訪問したと回答したJET参加者の割
合は１４％増加して70％となった。同様にAJETセンターとAJETデスクを訪問しなかったと回答したJET
参加者数は過去４年と比較して減少の傾向を示している。例えば、2012年から2013年かけての減少は
７％だった。これらの傾向は下記のグラフに示されている。

0%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2011 2012 2013

東京来日オリエンテーションのAJETセンターまたはAJETデスク

を訪問しましたか

はい いいえ

これはAJETのブランド認知度が成長していることを示しているよい結果である。また、東京オリエンテ
ーションの期間中にAJETと接触するための便利なリソースと機会を提供することでAJETの存在はJET
参加者のあいだで増加している。したがって、AJETがJETプログラムの重要な組織であることを示してい
るよい結果である。

回答者がAJETセンターとAJETデスクを訪問したと答えた場合、なぜこれらを訪問したのか理由を尋ね
た。JET参加者として１−３年目である参加者の間で最も多かった回答はAJETがどんな組織でどんな
ことをしているか知りたいからであった（１年目の57％、２年目の57％、３年目の60％がこの理由を選
んだ）。４−５年目のメンバーの間で最も多かった回答はAJETの本の購入のためであった。これは東
京オリエンテーション開催中に実際にAJETの代表者に会えることの重要性が増していること示し、また
AJETのJET参加者のコミュニティーに重点を置いた方針を反映している。３番目と４番目に多かった回
答（自分の住んでいる県とJETにおける一般的な質問をするため(29%)、自分のブロックの代表に会う
ため（25%））も同様のことを示している。これらのほとんどの理由は東京オリエンテーションでの経験
に依存している。下記のグラフはこれらの結果を詳細に示している。
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0% 20% 40% 60%

その他

他の本やグッズの購入するために

AJETに出版された本（Eigo Planet等）の購入す

るために

無料スカイプの使用するために

AJETの参加についての問い合わせするために

ルックブックで派遣された県を知るために

派遣される県について、JET参加者としての経験

についての質問を聞くために

JET参加者同士と心配や不安について相談する

ために

私の地域代表に会うために

AJETについてもっと詳しく知るために

休憩するために

ゲームをする・友達に会うために

AJETセンター及びAJETデスクは何のために行きましたか

その他の回答のなかでAJETが東京オリエンテーションで提供しないサービスについて言及しているこ
とは重要である。たとえば、11人の回答者はCLAIRが提供していたアイロンの使用サービスのために
AJETセンターとAJETデスクを訪問したと回答した。これはJET参加者の間でAJETがどのようなサービス
を提供しているのか、また東京オリエンテーションで誰がどの任務を行なっているのが明確にされてい
ないことを示している。AJETは他の組織との区別とサービスの内容をはっきりさせ続けていくことが重
要である。

東京オリエンテーションでAJETセンターとAJETデスクがどの程度役に立ったかという質問に対して、回
答者の45％は少し役に立ったと回答した。回答者の38％はとても役に立ったと回答した。わずか４％
の回答者がAJETセンターとAJETデスクはあまり役に立たなかったと答えた。AJETセンターとAJETデス
クがとても役に立ったとした回答者のほとんどが１年目のJET参加者（１年目の回答者の44％）であっ
た。AJETセンターとAJETデスクは長年継続してサービスを提供しているが、この結果は昨年の東京オリ
エンテーションでは特に好評だったこと示している。全国AJETの役員会はこの結果を誇りに思い、また
その結果がJET参加者のコミュニティーの発達と組織としてのAJETの認識を促進させることに力を注い
でいる現在の役員会の努力を反映していると考えている。
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14% 38% 45% 4%

AJETセンターとAJETデスクは役に立ちましたか？

非常に役に立った 役に立った

少し役に立った あまり役に立たなかった

回答者はAJETセンターとAJETデスクに関して非常に役に立ったことあるいは役に立ったことをいくつ
かの短い質問で述べることができた。回答のほとんどが以下のような５つのカテゴリーに分けることが
できた。37％の回答者は親しみやすく役に立つスタッフ、30％は役に立つリソース（教材、インターネッ
トアクセス、スカイプ、JETプログラム、各県に関する質問に対するスタッフの知識量）、20％は支援シス
テム（日本到着直後のストレスへの対応）、8％は対応時間と場所の良さ、6％は他のJET参加者と会う方
法と回答した。60名以上の回答者がAJETの代表者とJET参加者の先輩に質問をして助言を得たことが
良かったと答えた。新しいJET参加者が外国での生活を不安に感じるときに一番いい対話の場になれ
るのは東京オリエンテーションである。青森に赴任した１年目のALTは「東京オリエンテーションで最も
大切だったことは、ALTの仕事を気に入り、仕事を続けたいと考えていて、新しいALTを激励してくれる
人と話をすることだった」と回答した。

今回の調査では東京オリエンテーションでAJETセンターとAJETデスクがどのような点を改善すれば
よいか、またオリエンテーション参加者がよりよい経験をしたり、新しい生活に早く慣れたりするため
にAJETが提供できるサービスがあるかという質問もあった。47%の回答者は改善点がない、あるいは
AJETセンターとAJETデスクを賞賛するコメントをする一方で、いくつかの共通する提案がみられた。た
とえば、13%の回答者はAJETリソース、東京及び特定の県に関する更なる情報をもっとほしいと回答し
た。8％の回答者はAJETの活動、サービス、東京オリエンテーションでの役割をより明確にするように求
めた。7%の回答者はよりよいリソースを求めた。他には東京オリエンテーションのあり方と構成に関す
る提案があった。
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9% 42% 27% 3% 13% 6%

私の来日オリエンテーションの経験に欠かせないものだった

役に立ったので、なければ残念だと思う

私の経験にはなにも変わらなかったから言えない

一度も使わなかった・行かなかったから大丈夫だ

分からない

その他

もし東京来日オリエンテーションでAJETセンターとAJETデスクがなけれ
ば、どう思いますか

上記のグラフにあるように東京オリエンテーションにAJETセンターとAJETデスクがなかったらどのよ
うに感じたかという質問に対して41%の回答者がAJETセンターとAJETデスクが役にたった、もしこれ
らがなかったら残念だっただろうと答えた。27%の回答者はAJETセンターとAJETデスクがなくても大
差はなかったと回答した。しかし、その他の回答の中には次の兵庫に赴任した１年目ALTの意見のよう
なものがみられた。このALTはAJETセンターとAJETデスクをリソースとして利用はしなかったが、多く
のALTが利用していたので存在する理由があると答えた。これは何人かのJET参加者はAJETセンターと
AJETデスクを訪問する時間がなかったか、訪問をする個人的な理由がなかったけれども、他のJET参加
者にとってAJETセンターとAJETデスクは有益であると感じたことを示している。

回答者は東京オリエンテーションにおけるAJETのあり方に関して多くの総合的で長いコメントが出さ
れた。それぞれの回答を分別することは難しく、かつ主観的になってしまうが、多くの回答を明確に区分
することができた。この質問に回答した45%の回答者は「必要」、「不可欠」、「役立つ」、「便利」という肯
定的な単語を使った。この中には将来の東京オリエンテーションにAJETが参加をしなければ残念に思
うと答えた回答者もいた。14%の回答者はサービスの改善と東京オリエンテーションでの存在感のア
ップを主張した。その他の回答のなかには東京オリエンテーションでのAJETに関してよいコメントと悪
いコメントが両方存在していた。

この質問の回答者の2%（９名）はAJETは東京オリエンテーションに参加するべきではない、あるいは
AJETの存在は不必要だと回答した。ある回答者は全国AJETの役員会の代表者は首尾一貫して不正確
でかつ有害になりえる情報を提供していたと言及した。こうした回答はAJETが心配する回答だが、AJET
が今後どのように改善すればいいのかという回答や提案は歓迎する。その結果、AJETはこうした批評を
したJET参加者と連絡を取り、ソーシャルメディアを通じてJET参加者との会話を始めた。AJETはJET参
加者に対して開かれた組織になることでJETコミュニティーとの関係を改善していくことが望んでいる。

AJET のサービスとの関わり

どのサービスを利用している、拡大してほしい、そして改善が必要と感じるかについては、回答者から
興味深い結果が出た。その概要は以下の表に示してある。
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0% 20% 40% 60%

AJET ピアサポートグループ(PSG)

プロフェッショナルデベロップメントカンフェランスコール

プロフェッショナルの開発リソース (研修やJET後の機会)

割引（JET参加者のための特別サービスや割引）

意見交換会まとめとAJET報告書

専門部会のSIG (Stonewall Japan, VegJET, API JETsな
ど) 

スマートフォンのiConnectアプリ

授業で使える教育リソース (クリップアートなど)

出版された資料（本など）

教育に関するニュース (カンフェランス・日本の教育発

表)

イベントリスト・文化ガイド

全国AJETフェイスブックグループ

AJETの各フェイスブックグループ

コネクト雑誌

AJETホームページ

今使っているAJETサービスは何ですか？増やしてほしいサービ

スがありますか？

過去に使ったことがある 良く使う 改善が必要 増やしてほしい

まず、最も多くのJET参加者が定期的に使用しているAJETのサービスは、AJETブロックのフェースブック
グループ（回答者の46％）、 AJETコネクト誌（27％）、そしてイベント情報・文化ガイド（17％）である。フ
ェースブックグループ及びコネクトの現状に満足しているようだが、回答者のかなりの割合（19％）がイ
ベント情報・文化ガイドを拡大してほしいと回答した。調査期間より前に開始された、AJETのオンライン
イベントカレンダーを改善・更新する プロジェクトを完了しているところであり、それでその要求を満た
すことを期待している。
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しかしながら、意見交換会の報告書やディスカッションサマリー（内容概要）、スマートフォンアプリであ
るiConnect、特別な割引や特典、教育についての情報提供、AJETのホームページなど、 AJETの他のサ
ービスについては、JET参加者の大部分が「過去に使ったことがある」と回答したにも関わらず、定期的
にそのサービスを利用している参加者の数がかなり低い。その理由の一つは、例えば年２回しか作成
されていない意見交換会のディスカッションサマリー（内容概要）や報告書、または一度しか利用され
ないことが多い割引等の場合、タイミングの問題だと考えられる。また、AJETのサービスを利用したこと
が無い主な理由として回答者の過半数（53％）が示したように、単にJET参加者にそのサービスを利用
する必要が無かったことが原因だとも思われる。

それにも関わらず、回答者の43％が過去に AJETのサービスを使用したことが無い理由として「AJETが
提供するサービスのことを知らなかった」を述べた。AJETにとっては 、賞品やサービスを宣伝する取り
組みが、対象者に届いていない、またはブランド認知の目標に達していないと考えられることから、この
結果は気がかりな問題である。 JET参加者が AJETのサービスを利用していない他の理由は下の表に示
されている。

0% 20% 40% 60%

その他

特に理由がない

使う必要がなかったから

AJETのサービスがあると知らなかったから

役に立たないから

便利じゃないから

過去はどうしてAJETサービスを使いませんでしたか？

興味深いことに、東京オリエンテーションで「AJETについてもっと知るため」、「自分のブロック代表に
挨拶するため」、「悩み事を他のJET参加者に相談するため」など、対面による交流を目的にAJETセンタ
ー・AJETデスクに立ち寄った人に比べて、スカイプコールをする、あるいは出版物などの資料を購入す
るためだけに来た人は、 「AJETのサービスを利用したこと無い」と回答する傾向がある。しかし、「AJET
についてもっと知るため」に AJETセンター・AJETデスクに来た人の中でも、過去に AJETのサービスを
使用したことが無い理由として「AJETが提供するサービスのことを知らなかった」という回答が多く、出
版物を購入するためだけにセンター・デスクに来た人の結果と同様である。

それにも関わらず、（以前に述べられたように）東京オリエンテーションでの AJETの出席についてコメ
ントを求めた結果、ただの取引を目的にAJET センター・デスクを訪問した人より、有意義な対面やりと
りにより AJETと関わることができた人の方がオリエンテーションでの AJETの役割について肯定的なコ
メントをする確率が高かった。この結果から、JET参加者にAJETが提供しているサービスを明確に説明
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することにまだ努力が必要だと分かり、東京オリエンテーションでAJETの欠席が、おそらくサービス利
用率の著しい低下につながることも改めて感じる。

前のページの表が示しているように、AJETのサービスが「役に立たない」あるいは「不便である」と回答
した回答者が少なく（それぞれ11％と12％）、AJETにとっては良い結果である。「その他」でAJETのサー
ビスを利用していない理由については、回答者がAJET県支部に関わる課題も述べたことから、JETコミ
ュニティーの中で混乱を防ぐために、JET参加者にAJETの役割及び提供している・提供していないサー
ビスに関する情報をより明確に広める必要があることが改めてわかった。また、「AJETのサービスの多
くが先生、あるいは日本の生活についてあまり詳しくない人に向いているようである」ため、 CIRの参加
者にはほとんど該当しないということを指摘するコメントも複数あった。JETプログラムのCIR参加者に、
より役立つリソースやサービスを提供することが、将来AJETが改良できる点の一つである。

JET参加者が、改善の必要を感じているサービスについては、最も多い回答は出版物（7％）、 AJETのホ
ームページ（7％）、そしてイベント情報・文化ガイド（7％）であった。以前述べたように、イベントカレン
ダーを改善するプロジェクトが完了したところであり、また、参加者からよせられた「使いづらい」といっ
た、具体的な懸念を解決するため、ホームページのリニューアルを進めている。なお、 回答者の25％が
求めたJET が対象の割引・特典、教育リソース（25％）、職能開発のリソース（21％）など、JET参加者が「
拡大してほしい」と希望するサービスの改善にも引き続き努力する。 

AJETが提供している サービスの中で「拡大してほしい」と回答したJET参加者が少なかったものは、A-
JETのホームページ（回答者の3％に選択された）、AJETのフェースブックページ（4％）、コネクト誌（4％
）、PSGホットライン（4％）、 iConnectアプリ（5％）、そしてAJETブロックのフェースブックグループのみで
あった。これらの多くはAJETが定期的に宣伝しているサービスであることに加えて、「改善が必要」とい
う回答が比較的に低かったことから、このサービスはよく知られており、現在はJETコミュニティーの大
部分のニーズに応えていると考えられる。

さらに、参加者から現在AJETが提供していない、日本の生活に役立つサービスについても質問が出
た。回答者からの提案は幅広く、教育リソースや職能発達の機会を増やすことに関する回答が多かっ
た。両方ともAJETが既に提供しているサービスであるが、特に注目すべきなのは、JET修了後の就職と、
そのアドバイスに関する情報や機会を求める回答者が少なくなかったということである。

残念ながら、回答の多くが AJET県支部に関係があり、調査質問に曖昧さがあったこと、あるいはAJETと
AJET県支部の違いに関する混乱があることが改めて分かった。また、次の要望のように、現在のAJETが
管理できる範囲を超えた回答も多かった：

「JTE（日本人外国語担当教員）に見せるための、メディア、ペアワーク・グループアクティビティーを増
やすように促すもの。コミュニケーション、そして教科書に十分に取り上げられていない、文部科学省の
目標に達するための独創的なアイディア。態度、生徒の関心、独創的な能力、そしてコミュニケーション
ツールの利用は、教室内においてもっと重視されるべきだと思う。」

その一方、これから AJET が実現を検討できるサービスへの要望も多かった。例えば：

• 家族と生活しているJET参加者へより多くの支援（例えば、SIG（専門部会）を通じて）
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• 翻訳サービス

• 会話交換など、日本語学習のリソース・資料

• 情報・アドバイスの増加（例えば、ホームページにて提供）

• 都道府県の情報及びイベント情報

都道府県の情報・イベント情報はある程度 AJET県支部の所管だと考えられるが、以前に述べたよう
に、AJETはホームページの改善に取り組んでおり、 JET参加者に役立つ情報をできるだけ載せることに
努める予定である。しかしながら、回答者が求めている情報の中で、税金についての情報・アドバイスな
どは、クレアのようなより正式なソースが情報を準備し・広めるべきかも知れない。もしこのような情報
が既に提供されているのであれば、 JET参加者に十分に受け取られていない、または理解されていな
い可能性がある。

AJETのサービスは「今まで必要がなかった」と回答した５３％の回答者の中でも、その半分近く（47％
）に、 AJETはJETの コミュニティーに重要な役割を果たしていることが認められており、とても肯定的な
結果である。 AJETをどのように知ったかの問いに対して、「県支部」や「出発前オリエンテーション・東京
オリエンテーション」から聞いたと答えた JET参加者は、「SNS」、「 AJETのホームページ」や「P A（カウン
セリング担当者）」から聞いたと答えた参加者よりも、 AJETがJETの コミュニティーに重要な役割を果た
していると答える傾向がみられた。JET参加者が AJETの取り組みを役立つ・価値のあるものとして受け
止めるために、 AJET の役割、目的及びサービスを説明し、対面型の交流が必須であると強く感じる。

AJET内部事業審査

以下は、AJET役員会から集められた任期の目標及び実績に関する情報に基づいた部分である。

2013-14年の任期の目標

2013-14年の任期の初めに、AJET役員会は重要な目標を５つ設定した。各目標の達成度を以下に評価
する。

1.	 JET参加者に提供されている個人発達および職能発達の機会を増やす。

この目標はAJETのいくつかの事業で達成することができた。「職能発達電話会議」という事業で、現在
JET参加者と元JET参加者や様々な分野活動している専門家の間のつながりができた。さらに、JETwitと
JETAAとの関係を深め、コミュニケーションの道を開いたことで、現在JET参加者および元JET参加者に
提供する雇用機会やボランティア機会に関する情報を交換できる環境を作った。

2.	 日本人とJET参加者との間の草の根の交流を行う機会を増やす。

この目標は、各AJETブロック（全国で１１つ）で開催したイベントにより、達成した。このようなイベント
では、JET参加者同士の間の交流だけでなく、JET参加者と日本人の間の交流を行う機会でもある。さら
に、AJETは、現在JET参加者がボランティア活動で地元に貢献できるように、約３０のボランティア活動
を推進する組織と連携している。
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3.	 AJETに関する意識を高める

調査結果によると、この目標に達成するにはまだまだであるとはいえ、AJETそしてAJETの提供するサー
ビスに関する意識の向上に向かい、かなりの進歩を遂げた傾向が見られる。例えば、AJETの春期調査
の回答率は25％に達し、AJET調査では過去最高の回答率であった。そして、コネクトをISSUUというオ
ンラインは配信サービスで配布することになってから、eConnectニュースの加入者が17％（1,108人）
増え、コネクトのアクセス数が164％（2,144回）増えた。

4.	 JET参加者のAJETにおける関与の増加

特別な技術を持っているAJET役委員以外のJET参加者のデータベースをはじめ、様々なJET参加者がよ
りAJETに関与することを推進する取り組みやリソースを活かしながら、諸事業を実施したことで、この
目標を達成した。それに加え、Race to the Top Volunteer TrackerというJET参加者のボランティア活動、
職務以外の地域社会参加などの実績をもとに、JETプログラムの「投資収益」を見極める事業を始めた。
この事業により、自分の地域社会参加を記録したJET参加者が、８ヶ月間に710時間以上の社会奉仕活
動をした上、各地域でのチャリティー活動で１千７百万円（JETプログラムの目標より７千万円高い金
額）を集めたということが分かった。そして、今回のAJET調査回答率が過去最高を記録した。JET参加者
が以前よりもJETプログラムに関する意見や懸念を表明し、AJETが参加者を代表して関係団体（CLAIR・
総務省・外務省・文部科学省）へのフィードバックが期待されていることを示唆している。

5.	 SNSサイトの利用を充実する

今任期のAJET役員会は、SNSサイトに関する戦略として、できるかぎり英語と日本語両方で定期的に情
報発信をすることにつとめ、AJETのFacebookページ、そして各ブロックのFacebookページに定期的に
掲載するようにした。１１ヶ月間の間（平成２６年４月３０日まで）、AJETのFacebookページへの掲
載は週に平均に２、３回、合計で約１２０件に達し、内容は主にAJETと関係ある話題やJET参加者に
とって興味深そうなニュースであった。AJETのFacebookページに対して「いいね」を押した人数が19％

（2,377人）増加した。AJETのFacebookページの管理者は、好意的な意見であろうが否定的な意見で
あろうが、できる限りコメントに返事するようにし、最初にAJETに対する否定的な意見を述べた人の中
でもこのような対応を正しいと思った人が多かった。それに加え、AJETはツイッターを介して宣伝をし、
ほぼ毎日投稿した。１１ヶ月間の間、フォロワーが16％以上増加した。最後に、AJETはJETプログラムフ
ォーラムにニュースなどについて投稿することで現在JET参加者、希望者のAJETに関する認識を高め
た。

6.	 財政的の面で持続可能なAJET

AJETは、今任期の前半期に新規JET参加者オリエンテーションで行ったインフォメーションフェアなど
でこの目標に関してはかなりの進歩を遂げた。しかし、CLAIRが行った様々な変革の影響で、この目標
に関する戦略を見直さなければならないことになった。CLAIRとAJETの関係の性質における変化によ
り、AJETは来日直後オリエンテーションとJET終了前研修で行われるインフォメーションフェアから外さ
れることになり、AJETの主な財源が２つなくなった。その結果、今までの主な財源の中、コネクトへの広
告掲載での収入しか残っていなく、運営費を考えながら、財政状況や生存能力を再評価する必要があ
る。AJETはCLAIRに2012年来日直後オリエンテーションでコネクトを配布する許可を得たとはいえ、広
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告を掲載できないため、出版費を補う手段はまだない。

財政の面で持続可能な運営モデルに戻るため、新しい財源を探し求め、運営費の削減を行わなければ
ならないと考えている。現在の会計係は、AJETの金融史を把握するためにも、JETコミュニティーにわか
りやすくなるためにも、過去の会計係と、AJETの５年間の間の財源、運営費の内訳についてやりとりを
している。AJETは日本の金融専門家と相談し、組織としての納税義務、法的義務などを把握している。A-
JET役員会は財政的な持続可能性、透明性は組織の成功に極めて重要であると認識しており、組織の金
融史、そして現在の財政状況を把握するのは前進するための最善の方法だと考えている。

2013-14任期役委員会実績

AJETの役委員は、組織としての目標の他に、自分の役割に当たって各位で目標を決めた。2013-14任期
のAJET役員会の実績のまとめは以下の通りである。

新事業の実績

• 現在JET参加者を元JET参加者や様々な分野活動している専門家につなげる「職能発達電話会議」
事業の企画と実施。会議の録音をAJETホームページへ掲載。

• 特別な技術を持っているJET参加者のデータベースの作成。５つの事業において当データベースに
登録している１１人以上の方に手伝っていただいた。

• JALTとの共同事業。当事業で、チームティーチングや英語の教科書に関する最新調査結果をALTに
伝え、他のALTや教育の専門家と交流したり、レッスンプラン関連情報を交換したり機会を与えた。

• 景品キャンペーンを２つ実施したことで、教材や他の教育リソースを賞品として与え、AJETのSMS
サイトへの参加者数を増加した。

• AJETのホームページの新しいデザインの提案、役委員会との意見交換、更新の実施の着手。

• 新しいAJETカレンダーの更新方法により、定期的に更新されること、たくさんのイベント情報に関す
る掲載を確保した。

• 来日前にJET参加者に配るAJETについての資料を作成し、世界中の外交機関を介して配布した。

• AJETの活躍についてのビデオ（４つ）の作成、YouTubeへの掲載。

• PRなどに利用するAJETを代表するゆるキャラのデザインを全国のJET参加者に募集し、選抜した。

• ベジタリアン（菜食主義者）や完全菜食主義者であるJET参加者のネットワークづくりを推進するSIG
と家族を連れてきたJET参加者、あるいは日本人である配偶者がいるJET参加者をサポートするSIG
を創設した。アイルランドとのつながりがあるJET参加者に、学校や地元でのアイルランド文化への
理解の向上方法に関する意見交換、聖パトリック祭のイベントへの参加などを推進するSIGは創設
している最中である。

• White Rabbit Pressとの交渉の結果、JET参加者が対象とした割引を確保した。
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• 既存事業の実績

• AJET調査への回答率を25％に上げた（過去最高、昨年より150％の増加）。

• AJET報告書文体ハンドブックを作成し、当ハンドブックを利用しながら、日本のメディアでも引用さ
れている質の高い報告書をCLAIRや総務省・外務省・文部科学省に提出した。

• 各ブロックのFacebookグループのメンバーとAJETのFacebookページを「いいね」と押したユーザ
ーを増加させ、より多くのJET参加者に宣伝できるようになった。

• 専門家の会議やビジネスネットワーキングのイベントへ参加する機会や教材やセミナーの参加費
の割引などを確保し、JET参加者に提供する職業能力開発の機会を増加した。

• テンプル大学との関係を維持し、JET参加者の当大学が東京と大阪で開催する「著名講師シリーズ」
への参加を認めていただいた。

• ITTTとの関係を維持し、広告をしつづけることで、120時間TEFL資格コースのためのJET参加者を対
象とした割引を確保した。

• 草の根の活動やJET参加者の協力に重視し、AJETやAJET役員会のイメージを向上させた。

• ニュースやホームページの更新などといったSNS以外のJET参加者への働きかけを行いつづけ
た。eConnectは7400人以上の人に配布されており、その中で定期的に読む人の人数が昨年より７
％増加し、約2200人になった。

• AJETの資料などにおいて、クリーンで統一されたイメージを育成しつづけた。

• 定期的にCIRホームページに投稿することで、CIRにおけるAJETおよびAJETの活動に関する意識を
向上させた。

• 定期的に時事問題やAJETの活動に関する情報の掲載、掲載したる内容の調整、随時に新しい内容
の追加などで、毎日、AJETホームページを更新した。

• AJETイベントカレンダーの更新で、全国のイベントをより広く宣伝するようになった。

• AJET役員の選出方法をAJETホームページなどでJET参加者に周知し、透明性のある民主的選挙に
よりAJET役員の選抜を行った。

• JALTとの関係を維持し、AJET代表を神戸で開催されるJALTの年次会議の講演者として呼んでいた
だく手配、そしてJALT代表が来日直後オリエンテーションの講演者として呼ぶ手配をした。 

• 以前に来日直後オリエンテーションの一環であったインフォメーションフェアへの参加歴のある
2013年に参加する意思のあった組織の大多数との関係を維持した。その上、２つの参加歴のない
組織を誘致した。

不成功の事業
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• 「ファミリーリンク」というJET参加者と地元の家族とのマッチングする事業を企画していたが、あ
る都道府県において前例や実績のある事業でありながら、AJET役員会により全国で広げる活動は
不成功であった。

Opinion Exchange Meeting  December 2013

17



結論・提案　

春のアンケート調査で全国AJETと役員会の役割、目的とサービスの範囲に関して多くの混乱があるこ
とが明確になった。また、アンケート調査に回答した多くのJET参加者は、全国AJETと県別AJET支部と
の違いがわからないということも分かった。今年AJETは組織の透明性を高めることができたと思われ
るが、JET参加者なら誰もがアクセスできるAJETサービスに関しては、まだ、多くのJET参加者へ周知さ
せる必要がある。 

また、アンケート調査では、新しいJET参加者とAJETが直接顔を合わせたおかげで、東京来日オリエン
テーションを良い経験だと思っている参加者が多かったことが分かった。それだけではなく、AJETの存
在、また地方でも使えるAJETサービスを知ってもらうのに非常に効果的だということもデータが表して
いる。確かに新しいJET参加者は東京来日オリエンテーションだけで全国AJETの存在とサービスを完全
に把握することはできないが、直接に役員会と話したり、AJETメールニュースレターの登録をしたりす
るオリエンテーション以外に、新しい職場と地域に着いてから、AJETのサービスを知る機会が限られて
いる。

アンケート調査ではAJETに対して批判的な意見もあり、これからの組織の改善に役立つ意見や新しい
サービスの提案もあった。しかし、アンケート調査で得た提案をすべて実現、実施しても、JETプログラム
参加者にPRする方法がなければ、利用率は少ないままであり、参加者の役に立つこともないと思われ
る。AJETはホームページのリニューアル（現在途中）によって、少しでもより効果的にJET参加者とのコミ
ュニケーションを取れると思っているが、これ以外に、新しいJET参加者に情報を広める方法も見つける
つもりである。特に、周知に効果的な、JET参加者と直接触れ合う機会を増やすこと。JETコミュニティー
として一体感を生む目的、会費不要制度（過去徴収されたが現在は不要）を特に広報することで、これ
からJET参加者の持つイメージがますます良くなると思われ、AJETは将来JETプログラムとJETコミュニ
ティーの大切な存在として認識されるようになると信じている。

2013-14任期の全国AJET役員会が成功させた事業は、現在と将来のJETプログラム参加者のプログラ
ム経験をより良くしたいというAJETの意志の証明である。組織が直面した大きな変化はあったが、全国
AJET役員会はサービスとAJETの存在を認識してもらうために可能な限り努力を続けた。そして、JET参
加者に地域のコミュニティーへの参加を促しながら、新しい役立つサービスを作る努力をした。それだ
けでなく、現在提供しているサービスの改善とより便利で透明性のあるAJETになるために、たくさんの
JET参加者の意見を求めた。全国AJET役員会は、全国JET参加者のJETプログラム経験をより良くするた
めのサポートができると思っている。そして、それを実現することで、JETプログラム全体の目的である「
地域レベルでの草の根の国際交流」も達成できると信じている。
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