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■フロムジャパン：「日本ならでは」の国際貢献をめざして
フロムジャパンは「日本文化で世界に貢献」をテー
マに、世界各地の教育機関や市民団体等と連携し日
本文化を紹介している、国際研修機関です。

2020 年東京五輪に向け、かるたで文化オリンピック
を応援する「世界 200 ヶ国交流かるた創作プロジェ
クト」（Karuta2020）に取り組んでいます。

イギリスやオーストラリアで日本文化を紹介する
「海外インターンシップ」、かるたを創り世界に広
める「創作かるたプロジェクト」を推進していま
す。

こうした活動を通じ、日本文化を世界に発信できる
国際人の育成と、「日本ならでは」の国際貢献を目
指しています。

■海外インターンシップ

ｘ

2020 年東京オリンピック

■日本文化の紹介＋かるた創り
・ フロムジャパンでは、日本各地の学生や社会人
を海外の学校や地域に派遣し、日本文化を紹介
する海外インターンシップを実施しています。
・ 単に日本文化を紹介するだけでなく、かるた創
りを進めながら、現地の教育やまちづくりを応
援する活動が特徴です。
・ 活動を通じ、日本文化の魅力を再発見するとと
もに、人間力・コミュニケーション力向上を目
指す、海外体験学習プログラムです。
■イギリス・オーストラリア、そして世界で
・ 全国から集まった参加者がチームを組んで、イ
ギリスで活動する「コミュニティインター
ン」、オーストラリアの学校等で、単独（又は
ペア）で活動する「教育交流インターン」を実
施しています。
・ 今後、アメリカやニュージーランド等、派遣国
を世界に広げる予定です

■参加者から高く評価
• 2010 年開始以降、大学生を中心に、170 名を越える
方々が参加されています。修了時のアンケート結果
で、98％の参加者から「参加して良かった」と高く
評価されています。
■2020 年オリンピックを目指して
• Karuta2020 プロジェクトの一環として、現地の子ど
も達と一緒に、世界各国の魅力を学び、かるたにす
る活動に取り組んでいます。
• 帰国後も、継続してプロジェクトに参加すること
で、海外での経験を活かすことができます。

■創作かるたプロジェクト：インターンの活躍の場を広げ、世界に貢献
■かるた文化を世界に発信
・かるたは子供の昔遊びとみなされがちですが、毎
年日本各地で新しいかるたが創られ、かるた大会
が開かれるなど、かるたは現役の日本文化です。
・「オリジナルのかるたを創り、楽しく学び交流す
る」日本のかるた文化を、読句を外国語に変更す
ることで、国際的に広める取り組みが、
「創作か
るたプロジェクト」です。
■かるた創りをコーディネート
・プロジェクトの中心は、インターンが学校等でか
るた創りをコーディネートする仕事です。
・まず、かるたで扱うテーマについて調べ、題材を
子ども達に解説します。その後、題材を割振り分
担して、絵と句の創作を指導します。札を完成さ
せた後、仕上げにかるた大会を開催する、合計 56 時間の活動です。
・完成したかるたが活動の成果として、帰国後にア
ピールできるのが、魅力です。

■多様なかるたづくりを推進
・創作かるた活動は 2011 年に英国で始まり、2015
年にオーストラリアでも開始されました。
・これまで「郷土教育」「国際理解」「英国史」「フ
ェアトレード」等、多様なテーマのかるたを完成
させ、地域かるた大会も 3 回開催しています。
・今後、学校以外の NPO や企業とも連携し、各組織
のニーズに合った多様なかるた創りを進めること
で、かるたと日本人（インターン）が活躍する機
会を広げ、世界に貢献することを目指していま
す。

■かるたでつなぐ、日本と世界：Karuta 2020
■Karuta 2020 とは
• 2020 年に向け、東京五輪参加国が学べる「世界 200
ヶ国かるた」を創作し、記念の国際かるた大会を開
催する企画が、Karuta2020 です。
■グローバルな創作活動
• 創作にあたり、日本を始め、参加予定の国・地域に
作品(絵や句)応募を呼びかけ、地球規模の市民文
化交流活動をつくり出します。
• 公募に加え、海外インターン派遣や国内での創作
かるた講座を実施し、創作活動を支援します。

■かるたを、東京オリンピックのレガシーに
• このユニークな日本のかるた文化を、オリンピッ
クをきっかけに世界に発信する、そして完成した
「かるた」が、2020 年以降もオリンピック教育の
ツールとして世界で活用され、東京オリンピック
のレガシー（遺産）とするのが、目標です。

■スポーツ・文化・教育を組み合わせた、活動
• オリンピックはメダルの数を競うだけではなく、
「スポーツを文化や教育と融合させる」プログラ
ムの実施が義務付けられています。
• 実は、かるた創りはこの 3 つを組み合わせた活動
です。絵や文という「文化」作品でかるたを創り、
子どもの「教育」
、かるた大会等「スポーツ」に活
用する、オリンピックにぴったりの活動です。
日本（上）と豪州（下）を題材にしたかるたの実例

フロムジャパン

代表者

■設立：2009 年 7 月
■概要
・フロムジャパンは、海外インターン派遣を通じ、
「日本文
化紹介」
「創作かるたプロジェクト」を推進している、国
際研修機関です。
・日本文化を発信できる国際人の育成、
「日本人ならでは」
の国際貢献を目指して、活動しています。
■住所・連絡先
〒188-0014

東京都西東京市芝久保町 3-4-45

TEL042-439-5445
Email: info@fromjapan21.com
URL http://www.fromjapan21.com
■国内連携組織
NPO 法人日本郷土かるた協会
すぎなみ Karuta プロジェクト
■海外連携組織
海外の小中高校、英語学校、フェアトレード団体

■氏名：景谷峰雄
■略歴：
・京都大学大学院修士課程修了
・海外インターン派遣業務 25 年
・2011 年＆2013 年「NPO 総合マネジメント講座」講師
・創作かるた講座講師（つくば市・東洋大学他多数）
・日本郷土かるた協会会員
・国際理解教育学会会員

沿革
■2009 年
7月

■ティム・ヒッチンズ元駐日英国大使
フロムジャパン設立

■2010 年
4-5 月

応援・期待の声

「駐日英国大使館は、フロムジャパンの取り
組みをサポートしたいと考えており、こうし

英国インターン派遣開始

■2011 年

たクリエイティブな文化交流事業が、日英間で更に促進さ
れることを願っています。」

2月

英国の小学校で、創作かるた講座開始

2013 年 7 月英国大使館ニュース『英国の子供達が描いた絵

10 月

日本社会科教育学会にて発表（北海道）：

が日本のかるたに』より

■2012 年
5月

大和日英基金の助成決定

■2013 年

幸男氏

（群馬大学名誉教授

2月

英国初の郷土かるた「マイサネット」印刷

3月

第 1 回地域かるた大会（英国）

5-6 月

「マイサネット」郷土かるた展（東京）

■2014 年
3月

■山口

NPO 法人日本郷土かるた協会理事長）
「郷土かるたの国際化を積極的に推進しているのが「フ
ロムジャパン」..です。数年間にわたる入念な下準備を

フェアトレードかるた展示会＆かるた大会

■2015 年

経て、イギリスのケント州サネット地区において、「サ
ネットかるた」（「My Thanet' Karuta」）の制作を支援

1月

日米姉妹都市かるた創作講座（つくば市）

し、2013 年 3 月、現地の小学生らとともに「サネットか

2月

オーストラリア・インターン派遣開始

るた競技大会」を開催して大成功を収めました。

3月

フェアトレードかるた大会開催（英国）

これは、外国において外国人によって制作された本格

4月

日本語教師会で創作かるた講座（豪州）

的な外国の郷土かるたの世界第１号といえるものです。

■2016 年

郷土かるたの国際化の一大エポックとして、郷土かるた

1月

第 1 回かるた文化祭を開催（東京）

の歴史の中で大書される出来事といってよいでしょう。

10 月

ネパールかるた創作講座（東京）

フロムジャパンの郷土かるた活動は、郷土かるたの国際

11 月

米国初の創作かるた講座（ミルピタス）

■2017 年

化の先導的活動として高く評価でき、今後の展開に大き
な期待が寄せられるものといえます。」（2013 年 6 月）

1月

第 2 回かるた文化祭を開催（東京）

3月

ロンドン初のかるた大会開催

4月

第 1 回創作かるた賞受賞かるたの完成・印刷

■大和日英基金：
マイサネットかるたプロジェクトは、
大和日英基金の助成を受けています
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