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札幌新陽高校生。
心を込めて
踊りました

地域で積極的に
交流する架け橋生

民族衣装で
“よさこい”披露！
主催者から振る舞われたのは、
地元産の野菜がたっぷり入った
カレー。
宗教的な理由で豚肉や牛肉が
食べられない生徒も
笑顔になりました

方々と笑顔で交
の
流
元
！
地

2019年9月14日（土）、札幌市清澄公園で、

皆さんから大きな拍手をいただきました。

澄川地区連合会・澄川商工会の共催イベン

来日後からよさこいの練習を重ねてきた架

ト「秋だ！祭りだ！澄川パフォーマンス通

け橋生たちは「仲間とともに地域の皆さん

り2019」が開催されました。札幌新陽高

に披露することでき、思い出に残る一日で

等学校に通う架け橋生10名が在校生6名と

した」と話し、彼らの表情は達成感と喜び

ともに参加し、日本の祭り文化のひとつで

に満ち溢れていました。

ある「よさこい」を披露しました。青空の

今後も各地で架け橋として輝く生徒たちに

もとで、母国の民族衣装を身にまとい、思
いを込めて演舞する生徒たちの姿に会場の

カンボジア 1 期生 が自主イベントを開催

関する質問に答えました。日本に関するクイ

１ 期 生 ５ 人 全 員 が 自 主 企 画「Meet with

ズ大会も実施し、“後輩” との交流を楽しみ

Senpai（先輩と会いましょう）」を開催しま

ました。

した。当日は、架け橋プロジェクトに関心を

１期生のヘン，リサは「架け橋プロジェクト

寄せる約30人の高校生が集合。１期生は “先

を通して、私たちは日本で多くの恩を受けま

輩” として、日本の高校生活や寮滞在・ホス

した。この素晴らしい機会を、ひとりでも多

ログラムの応募方法や帰国後の復学・進学に

五嶋 春奈）

帰国後も
活躍！

10月12日、カンボジアのプノンペン市内で、

トファミリー滞在それぞれの魅力を伝え、プ

注目です。
（架け橋プロジェクトチーム

くの後輩に知らせたい」と語りました。
（編集：架け橋プロジェクトチーム 若生 麻衣）
最前列４人が“先輩”（１期生）です

それゆけ！

KAKHHASHI さん
第1回

1年B組

架け橋生は、
各地域でどんな一日を過ごしているのでしょうか？
密着取材を通して、
留学生の日常生活をお伝えします。
（取材：架け橋プロジェクトチーム

ホストスクール

プリトゥル，
イクバル

静岡聖光学院高等学校（静岡県静岡市）

（バングラデシュ）

http://www.s-seiko.ed.jp/

11 : 40 午前の授業

7 : 30
寮で朝ご飯

橋本 絵美子）

12 : 50
一番好きなのは、
ご飯の時間！

（この日は技術・家庭）

（株）サンタモンコー
ポレーション（静岡
市）の協力により、
三食とも宗教的背景
に配慮した特別食対
応。とてもありがた
いです。

20:00
自習時間（寮）

17 : 00
部活

21:00
自室（寮）

寮で友達とともに自習

同室の友達と

自然科学部ロボット班とバ
スケットボールクラブに所
属（この日は自然科学部ロ
ボット班）。
物理が得意な理系男子・イ
クバルは、日本に来てから
バスケを始めました。

23:00

おやすみ
なさい。
また明日！

３人の架け橋生とともに、
学校寮に滞在中。

野村君（寮で同室）頭がいいです。
物理や数学の時間は積極的で、
いろいろ教えてくれます

イクバルは
どんな人？

丸尾君 いいやつです。日本語の勉
強をしているところをよく見ます
し、上達が早いです

生徒寮部長・渥美先生 優秀でまじめ。来日当初は留学生だけで固まることもあった
が、1 カ月経った今は日本人クラスメートと一緒にいることが多くなりました。週末
ホストファミリーとも上手くやっています。

KAKEHASHI
１

どら焼き

ランキングお菓子

で

第 1 回

も

初めて食べたとき、

日本に来たと実感した。
夢が叶ったと思った
ドラえもんが好きだった。
日本に来てまず食べたかった

2

キットカット
抹茶味
日本独特の味

写真左からクアン
（ベトナム）、イクバル、
アリ
（マレーシア）
、プニート（インド）

日常によくある「なぜ？」
をランキングにし、
架け橋生の「日本愛」をひもとく新コーナーです。

言葉では
説明できない
おいしさ
袋入りを買って、
疲れたときに
食べています

3

明治の
板チョコ

甘さが
ちょうどいい
こんな
美味しいチョコは、
人生で初めて

コメント

南アジア諸国では、抹茶への評価が二分しました。苦みを旨味と感じない架け橋生もいるようです。この他、おはぎ・いちご大
福など「あんこ」に人気が集中。
「日本人は、おまんじゅうをよくお土産にしますね」という鋭い見解もありました。
「おいしい
と言いながらお菓子を食べる私を見て、“あなた（の存在）がおいしいのよ” とホストマザーに言われました」というエピソードも。
お菓子は、日本愛を語るうえで欠かせない要素です。
（構成：架け橋プロジェクトチーム 若生 麻衣）

Who's your buddy? ホスト訪問

#5 佐久長聖中学・高等学校

（長野県佐久市） http://www.chosei-sj.ac.jp/

本校は、長野県佐久市にある私立校。長

が解き方はわかる」と言っています。

期留学生の実績はなし。でも、海外勤務

先週から、生徒が架け橋生に

のべ10年の私は手をあげたかった。佐

日本語を教えるボランティア

藤康校長の「やってみなはれ」の一言で、

活動も始まりました。私の知

7か国から9名の架け橋生を受け入れて

らないところで素敵な化学反

います。

応が起きています。

寮は2人部屋で、世話役の日本人生徒と同

（副校長:宮之本 伸先生）

室にしています。架
け橋生は80倍といっ
た難関を突破してき
ているので、数学は
「先生が何を話して
いるかはわからない

佐久長聖
高等学校で
学ぶ架け橋生

うちの

架け橋生が
言う ことには

ホストマザー

初めて挑戦したいけばな。
お花の先生とともに

ホストファミリー、寮や下宿など、架け橋生はさまざまな滞在方法で日本への
文化理解を深めています。日ごろ架け橋生の近くにいる方だからこそ体験する
日々の驚き・発見を紹介します。

ゼイネップ（トルコ）
須磨岡ファミリー×アケル，

ホスト
ファミリー
編
（兵庫県三田市）

（ホストスクール：兵庫県立北摂三田高等学校）

ゼイネップ

須磨岡 由紀さん

ゼイネップはすごくポジティブで積極的で、初めてのことでも「ま

日本の学校はトルコの学校と違って、授業中に生徒が全然質問や発言

ずはやってみよう」といろいろなことに挑戦できる子です。コミュ

をしないので初めはびっくりしました。部活は柔道、茶道、ESSと３

ニケーションを取るのも上手で、周りの人を惹きつけたり、笑顔に

つ所属して頑張っています。休みの日はよくホストファミリーとお出

させたりする力も持っていると思います。

かけをします。奈良でシカに餌をあげたのが楽しかったです。

初日から一緒に浴衣を着て花火を観に行ったり、甥っ子の結婚式に

昨日は一緒に美味しいわらび餅を食べに行きました。学校から帰ると

行ったり、これまでにたくさんの楽しい思い出を作りました。休み

お母さんが家で迎えてくれたり、一緒にご飯を食べたりたくさん話し

の日はお父さんと２人で釣りに行って２人とも真っ黒に焼けて帰っ

たり……ホストファミリーと一緒に過ごす時間が留学生活の中でいち

てきたこともあります。ゼイネップのホストファミリーになれて良

ばん好きです。休みの日に友達と遊んだことも楽しかったので、これ

かったことしかなく、天からのご褒美がもらえたみたいです。

からももっと一緒に色々な場所へ出かけたいです！

ーと
ホストマザゼ
イネップ

ホストファザーや ホストシスター とも 仲良しです
LP＊からひと言
“ゼイネップとの交流を
通し て、私も トル コの

文化 をた くさ ん学 んで

います。楽しいです。
”
（学生LP：

吉川 理絵）

＊AFS では、①留学生、
②ホストファミリー / 寮、③ホストスクールの三者をつなぐ連絡・調整役「LP（リエゾンパーソン）」が生徒滞在中のサポートにあたります。

（構成：AFS 関西学生部

吉川 理絵）

サポートの
現場から

帰国生の活躍
架け橋生の活動は帰国後も続きます。帰国生は、日本滞在中の経験を母国の
学校やコミュニティーで紹介したり、次の留学生の募集・派遣活動に協力し
たりして、架け橋効果を母国で広めています。

民主的な国家建設に向けた社会改革が急ピッ

学フェア」では、ミャンマー教育大臣と日本

チで進められているミャンマー。架け橋生は

国大使に架け橋体験を語りました。

これまで18名（第１期生６名、第２期生12名）

今ミャンマーの教育は「暗記重視」から「思

が渡日。募集や選考は現地の「ミャンマー元

考力重視」の教育へ、５歳からの「５－４－

日本留学生協会（MAJA）」が担っています。

２制」から６歳からの「６－３－３制」の学

帰国生は大学進学や留学準備で忙しい日々で

制へと、大きく変わろうとしています。10代

すが、MAJA実施の架け橋募集・派遣活動を

の多感な時期を日本で過ごした架け橋生が、

積極的に支えています。６月の第２期生出発

その経験を糧に自らの夢を叶えるとともに、

前オリエンテーションや９月の第３期生募集

日本とミャンマーの架け橋として末長く活躍

2019年はMAJA、日本国大使館、帰国生で
地方都市マンダレーでも募集説明会を開きました。
（写真中央が寄稿者）

（寄稿：在ミャ
説明会では自らの日本留学体験を後輩に紹介。 することを期待しています。
２千人の来場者でにぎわった８月の「日本留

ンマー日本国大使館広報文化班

堀口 昭仁）
オリエンで
後輩に説明

第１期生の
サンダーさんは2019年
９月から立命館アジア
太平洋大学（APU）へ
留学中

留 学 生
よろこびメシ

友達の色紙や日本の
教科書もオリエンで展示

ベトナム風 エッグコー
ヒー
材料
作り方

材料

所要時間

1 杯分

●卵 1個 ●粉末コーヒー
●蜂蜜 ●熱湯

15 分

小匙3

紹介者

レ，ミン チャウ アン

（ベトナム）
ホストスクール
神奈川県立柏陽高等学校

●甘いコンデンスミルク

小匙2（お好みで）

①小さなコーヒーカップにコーヒーを淹れる。（お勧めはロブスタコーヒーかエスプレ
ッソですが、どのコーヒーでも大丈夫です。お好きなコーヒーでお試しください！）
②卵は白身と黄身と分ける。
③小さく深めのボウルに黄身に入れ、蜂蜜を3-4滴入れ、ふわふわと泡立つまで泡立てる。
④卵の泡をコーヒーカップに注ぎ、ゆっくり淹れたコーヒーを注ぐ。
（コーヒーが冷めたら温めなおしても構いません。卵に火が入り、卵臭さが消えます。）
⑤コーヒーが苦すぎる場合は、甘いコンデンスミルクを追加しても構いません。

お役立ち情報

「エッグコーヒー」の背景
1946年ハノイ発祥のエッグコーヒーは、Nguyen Van Giangさんによって考案されました。
（ベ
トナム民主共和国の独立をめぐって戦われた）French Warにより、ミルクの価格が高騰した
当時、Giangさんは、ミルクではなく卵で泡立てることを考案し、ベトナムの人の間でそのレ
シピーは広まりました。ハノイに行ってGiangさんのコーヒーショップを訪れてみてください。
そして、エッグコーヒーのオリジナルの味を楽しんで、ベトナムの文化を学んでくださいね。

〈 編集後記 〉

肌寒い季節になると我が家の猫が大活躍します。気が向いた時に
私の冷えた手足をモフモフのお腹で温めてくれるのです。今年で
11才、まだイタズラすることもありますが、日々癒してくれる
存在に感謝しています。
（架け橋プロジェクトチーム 関井 彩子）

☆コーヒーを湯煎にかければ冷めずにすみます。
☆まず卵の泡を味わって、
それからコーヒーを混ぜましょう。
一口飲むたびにコーヒーをかき混ぜましょう。
☆ガラスのコーヒーカップで作ればインスタ映えします。
（編集：架け橋プロジェクトチーム

板東 美穂）

留学生と接していると、こちらが「それはありえないよ」と思っ
ても、彼らにとっては「当たり前」であることが少なくありません。
他国の文化理解を通して、日本の文化をさらに理解できるように
なればと思っております。
（架け橋プロジェクトチーム 柏木 良平）
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