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架け橋プロジェクトへの問合せ　asiakakehashi@afs.or.jp

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。
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2019年12月１日（日）、アジア高校生架け橋
プロジェクトの留学生が日本語能力試験

（JLPT）を受験しました。
　到着オリエンテーションでの日本語試験受験
後、生徒自ら受験級を選び、勉強方法を考え、
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目標を設定。その後、合格に向けて１期生から
のアドバイスをもらい、互いに励ましあいなが
ら日々努力をしてきました。２月上旬の結果発
表が待ち遠しい生徒も多いようです。

（編集：架け橋プロジェクトチーム　板東 美穂）

※日本語能力試験（JLPT）とは→言語知識、聴解、読解の３要素からなる試験で、実際に日本語を使える力を診
断。レベルは５段階でＮ1レベルからＮ5レベルまであり、数字が少ないほど難易度が高い。海外での受験も可
能で、架け橋生の出身国でも受験可能。

Building bridges between 
high school students 
in Japan and Asia

　内戦終結から20年が経過し経済成長著し
いカンボジアでは、日本は憧れの留学先の
１つです。チャレンジ精神に溢れた高校生
14名（第１期生５名，第２期生９名）が架
け橋プロジェクトで日本に留学しています。
　「日本で得た貴重な経験を後輩と共有し
たい。」帰国生は「MEET WITH SENPAI」
と題した後輩との交流会を出身校で行った
り、「Cambodian Kakehasher」という同窓会
Facebookを立ち上げて募集情報や日本での
経験の紹介を行ったりしています。大使館は、
Facebookや有力紙での募集広告、選考、渡
日前のカンボジア教育省表敬訪問のアレン
ジや壮行会の開催で架け橋生を応援してい
ます。
　本当に「架け橋」となって戻ってきた帰国生。
今後も，彼らを中心に両国の友好の輪が広
がっていくことを期待しています。

（寄稿者：在カンボジア日本国大使館　
　　　　  広報文化班　舩村 紘史）

架け橋生、日本語能力試験に挑戦！

架け橋生による希望者への説明風景
帰国生の活躍で、第３期生募集では
応募者が前回の９倍近くに増えました。
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堀之内駐カンボジア大使（当時）主催の
第２期生壮行会 
大使館Facebookには大使や生徒のメッセージビデオもあります。是非ご覧ください！

米国の超有名大学でMBAを取得した友人が、一番身についたのは
「問題があれば解決する」力だと話していました。全国で異文化
体験中の架け橋生たち。彼らには「問題を『共に』解決する」こ
とを学んでほしいと切に願います。（理事・事務局長　河野 淳子）

留学生の受入高校の開拓を行っています。訪問した先生からはア
ジアからの留学生を受け入れたいという声も多く聞くようになり
ました。以前は英語圏を希望する学校が多かったのですが、近年、
変わってきたような印象を持ちます。（特命事項担当 ／ボランティ
ア支援東日本チーム長　中村 誠）
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●空芯菜かほうれん草（ざく切り）1把　
●にんにく（芽をとって薄切り）1かけ　
●赤唐辛子（中の種を抜く）　1本　
●トマト（種をとり櫛型）　1個　●水30cc　●油少々　
●調味料A　
　・塩（もしくは鶏ガラスープ）小さじ1～お好み　
　・砂糖ひとつまみ　・胡椒少々

材 料

（構成：架け橋プロジェクトチーム　板東 美穂）

（構成：架け橋プロジェクトチーム　若生 麻衣）

Tumis トゥミス 所要時間

15 分

材 料

4 人 分
留 学 生
よろこびメシ

紹介者
リファ・ダミアティ（インドネシア）とホストシスター

ホストスクール   和歌山県立日高高等学校

作り方
①野菜を食べやすい大きさに切る。
②フライパンに油を少々いれ、中火で
　にんにくを炒めて香りを出す。
③残りの野菜を全部入れてさっと炒める。
④最後に水30ccと調味料Aをいれて炒める。

日本で材料が入手しやすく、作り方も簡単です。中国、
台湾、ベトナムでもよく似た料理があります。ホストシ
スターが夏休みの自由研究で発表したレシピです。

完 成 ！

架け橋生による架け橋

プロジェクトの説明

架け橋生が
スピーチ大会、ディベートや
プレゼンテーションで活躍

架け橋生が
スピーチ大会、ディベートや
プレゼンテーションで活躍

10月25日、学内行事 “SCIENCE 
IMMERSION PROGRAM 2019 ”の英語プレゼンテーション大会で、チーム
を最優秀パフォーマンス賞に導きました。「酸性雨について、科学的な視点
から発表しました。数時間で資料作成し、予選・本選と進むので緊張しまし
た。チーム全員が自分の役割をしました」。

テルゲルは「日本とモンゴルの高校生
活のちがいについて発表しました。来
日直後、学校の文化祭に感動しました。
日本の高校生は自分たちで考え、自分
たちで一から作る。だからこそ、行事に
思い入れがあることを知りました」。

ヒランは「日本におけるスリラン
カ文化について発表しました。受
賞できたのは、学校の友達の助け
があったからこそ。放課後にスピ
ーチの練習を一緒にしました」。

プレゼンテーションPresentation

Speech 
Contestスピーチ大会

11月１日、即興型ディベート全国大会の
校内選考会で、ベストスピーカー賞を
受賞。「２人の友達とチームを組み、住居や核兵器所持
をテーマに討論しました。インドのディベート大会は個
人競技ですが、日本ではチームワークが求められます。
異なる視点からディベートを理解できました」。

エンフボルド，テルゲル
（モンゴル、広島大学附属福山
高等学校）

カルナーラトナ，ヒラン
（スリランカ、英数学館高等学校）

チャウドリー，プラナヴ
（インド、大阪府立北野高等学校）

ディベートDebate

ゲンバート，ニック（フィリピン、横浜サイエンスフロンティア高等学校）

架け橋生は、受入れ校や
AFS各支部の協力を得て、各地で新たな挑戦の機会をいただいています。
2019年10～11月、
事務局に届いた主な活動成果を紹介します。

10月27日、第19回外国人による日本語スピーチ大会において、
それぞれ優秀賞を受賞。



KAKEHASHI

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。

（構成：架け橋プロジェクトチーム　橋本 絵美子）

うちの

言う
架け橋生が

ことには
学校寮
編

岩田高等学校
（大分県大分市）

パンカオ，ビレイバン
通称：ファサイ（ラオス）
×

第 2 回

２年２組　Nguyen Le Duc Hai
（グエン・レ・ダック・ハイ）　（ベトナム）

ホストスクール
横須賀市立 横須賀総合高等学校（神奈川県横須賀市）
http://schoolnet.edu.city.yokosuka.kanagawa.jp/schoolnet/highschool/301sougou/

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。

http://www.meisei.ed.jp/（大阪市）

#6 大阪明星学園 明星高等学校

学園最大のイベントである学園祭
に、来日間もないファサイさんは
周囲も驚く活躍ぶりのデビューを
飾りました。部活動では剣道部に
所属し、初心者ですが黙々と稽古
に励んでいます。女子寮の生活も
順調で日々充実しているようで
す。今後の活躍が大変楽しみな架
け橋生です。

＊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。

教頭先生児玉 洋司 ファサイ

それゆけ！
さん

ハイは
どんな人？

６：00
お医者様宅の１日は
早い朝ごはんから

20：00
珍しく４人が揃ったので、
これから食後の団欒が
始まります

22：00
これから
お風呂に
入って
23：00には
就寝です

（取材：架け橋プロジェクトチーム　木下 行雄）

明星高校の取り組み　中納 大輔先生

学校は関わるすべての人、生徒、教職員、保護者にとっての学びの

場であると考えています。長期受け入れを始めて３年目、最初は手

探りの状態でしたが、現在では英語科だけではなく他教科の教員も

サポートに積極的になってくれています。先日も社会科の教員と地

歴部の生徒たちが留学生を大阪城へ行こうと声を掛けてくれまし

た。またある保護者からは「留学生と一緒に暮らしてみて、初めて

わが子の良さに気づけた」との声もありました。人生100年、日本

国内で完結する世の中ではもはやありません。外の世界と積極的に

関係を持ち、持続可能な平和で幸福な世界の実現を目指して、これ

からも大阪明星学園全体で学び挑戦し続けたいと考えています。

10：40
午前の英語
授業はペアで

16：00
部活はESS。この日は
ハイ君が考えた
世界地図を使った
ゲームで盛り上がりました

19：00
夕食の時間が家族の
コミュニケーションに一番。
笑いながら食べるご飯は
美味しいね

12：40 仲良しグループで
記念撮影

12：20
お母さん手作りの
お弁当を食べる時が
一番楽しい

ホスト訪問Who's your buddy?

ハイ君のアドバイスもあって
全商英語スピーチコンテスト
神奈川大会優勝！11月の全国大
会にはハイ君も参加しました。

１回も残した
ことがないんだって！

今日も
１日お疲れ
様でした。

林君バディーの
フレンドリーでめちゃ
めちゃ面白いやつ。英
語を話す機会が増えて
刺激を受けた。

剱持君英語授業でペアを組んでいる
いつも面白いことを英語
と日本語で言ってくれ
る。初めての外国人の友
達！出会えてよかった！

クラス担当 一ノ瀬先生
留学生にはお世話が必要と思っていましたが、
何事も自分から率先してやってくれるので安心
感がある。ハイ君が来てからクラスがいい雰囲
気になったのが担任として嬉しい限りです。

エリク・
クレス先生

中納大輔
先生

寮の部屋
友達と。
にて

LP と他の AFS生と。

杵築市で着物体験

ファサイはとても思慮
深く勤勉な生徒です。
一を聞いて十を知るタ
イプ。日本とラオスの
架け橋になると信じて
います。

（LP：志賀 志保子）

LP＊からひと言
私の高校生かつは素晴らしいです。日本人の友だちはやさしいとしんせつ
です。私たちはよそうよりも早く友だちになりました。それらのほとんど
英語をはなしません。だから私を日本語を学ぶチャンスです

（ここまで日本語で執筆）。寮は個室で、学習時間がきちんと
決まっているので集中して勉強することができます。
ここで最初の日本人の友達ができました。寮母さんは
本当の家族のように面倒をみてくれるので家庭にいる
ような気持になります。これからの日本での冒険が
楽しみでしかたありません。でKAKEHASHI もランキングKAKEHASHI もランキング第 回2

文房具
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」をひもとくコーナーです。

１

種類の豊富さと機能性に評価が集まった日本の文房具。このほか、「ふせん。カワイイ」「修正テープは母国にない。修正
した後すぐに上から書けるのがすごい」「三色ボールペンが効率的で便利」との声がありました。架け橋生と長い時間を共
にする文具も、日本愛につながっているようです。（構成：架け橋プロジェクトチーム　若生 麻衣）

コ
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ノート 赤シートペン
かわいいノートが

たくさん。日記がわりに

使っています

日本のノートは、

種類が豊富！
効率よく

暗記ができる！

母国にたくさん

持って帰ります

筆ペン/画材用ペン
筆圧の強弱で自在に
描けるなんてすごい。
きれいな色がたくさんある

フリクションペン
消しゴムで消える
ボールペンをはじめて
見た。感動！

いろはにほ

へとちりぬ

るをわかよ

たれそつね

シャムスディン，ムイズディン
（マレーシア）

10月27日、第15回大分県高等学校英語ディベート大会で、ファサイの参加チームが１位を獲得しました！

いろはにほ

へとちりぬ

るをわかよ

たれそつね
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ような気持になります。これからの日本での冒険が
楽しみでしかたありません。でKAKEHASHI もランキングKAKEHASHI もランキング第 回2

文房具
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」をひもとくコーナーです。

１

種類の豊富さと機能性に評価が集まった日本の文房具。このほか、「ふせん。カワイイ」「修正テープは母国にない。修正
した後すぐに上から書けるのがすごい」「三色ボールペンが効率的で便利」との声がありました。架け橋生と長い時間を共
にする文具も、日本愛につながっているようです。（構成：架け橋プロジェクトチーム　若生 麻衣）

コ
メ
ン
ト

2 3

ノート 赤シートペン
かわいいノートが

たくさん。日記がわりに

使っています

日本のノートは、

種類が豊富！
効率よく

暗記ができる！

母国にたくさん

持って帰ります

筆ペン/画材用ペン
筆圧の強弱で自在に
描けるなんてすごい。
きれいな色がたくさんある

フリクションペン
消しゴムで消える
ボールペンをはじめて
見た。感動！

いろはにほ

へとちりぬ

るをわかよ

たれそつね

シャムスディン，ムイズディン
（マレーシア）

10月27日、第15回大分県高等学校英語ディベート大会で、ファサイの参加チームが１位を獲得しました！

いろはにほ

へとちりぬ

るをわかよ

たれそつね
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架け橋プロジェクトへの問合せ　asiakakehashi@afs.or.jp

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。

帰国生の活躍帰国生の活躍

No.
2019.12
10

2019年12月１日（日）、アジア高校生架け橋
プロジェクトの留学生が日本語能力試験

（JLPT）を受験しました。
　到着オリエンテーションでの日本語試験受験
後、生徒自ら受験級を選び、勉強方法を考え、

@asia_kakehashiKAKEHASHI
TIMES

目標を設定。その後、合格に向けて１期生から
のアドバイスをもらい、互いに励ましあいなが
ら日々努力をしてきました。２月上旬の結果発
表が待ち遠しい生徒も多いようです。

（編集：架け橋プロジェクトチーム　板東 美穂）

※日本語能力試験（JLPT）とは→言語知識、聴解、読解の３要素からなる試験で、実際に日本語を使える力を診
断。レベルは５段階でＮ1レベルからＮ5レベルまであり、数字が少ないほど難易度が高い。海外での受験も可
能で、架け橋生の出身国でも受験可能。

Building bridges between 
high school students 
in Japan and Asia

　内戦終結から20年が経過し経済成長著し
いカンボジアでは、日本は憧れの留学先の
１つです。チャレンジ精神に溢れた高校生
14名（第１期生５名，第２期生９名）が架
け橋プロジェクトで日本に留学しています。
　「日本で得た貴重な経験を後輩と共有し
たい。」帰国生は「MEET WITH SENPAI」
と題した後輩との交流会を出身校で行った
り、「Cambodian Kakehasher」という同窓会
Facebookを立ち上げて募集情報や日本での
経験の紹介を行ったりしています。大使館は、
Facebookや有力紙での募集広告、選考、渡
日前のカンボジア教育省表敬訪問のアレン
ジや壮行会の開催で架け橋生を応援してい
ます。
　本当に「架け橋」となって戻ってきた帰国生。
今後も，彼らを中心に両国の友好の輪が広
がっていくことを期待しています。

（寄稿者：在カンボジア日本国大使館　
　　　　  広報文化班　舩村 紘史）

架け橋生、日本語能力試験に挑戦！

架け橋生による希望者への説明風景
帰国生の活躍で、第３期生募集では
応募者が前回の９倍近くに増えました。

N5  106
N4  43
N3  20
N2  19
N1  12

JLPT受験者数（人） 

N5
53%

N4
21%

N3
10%

N2
10%

N1
6%

やさしい

むずかしい

堀之内駐カンボジア大使（当時）主催の
第２期生壮行会 
大使館Facebookには大使や生徒のメッセージビデオもあります。是非ご覧ください！

米国の超有名大学でMBAを取得した友人が、一番身についたのは
「問題があれば解決する」力だと話していました。全国で異文化
体験中の架け橋生たち。彼らには「問題を『共に』解決する」こ
とを学んでほしいと切に願います。（理事・事務局長　河野 淳子）

留学生の受入高校の開拓を行っています。訪問した先生からはア
ジアからの留学生を受け入れたいという声も多く聞くようになり
ました。以前は英語圏を希望する学校が多かったのですが、近年、
変わってきたような印象を持ちます。（特命事項担当 ／ボランティ
ア支援東日本チーム長　中村 誠）

〈 

編
集
後
記 

〉

●空芯菜かほうれん草（ざく切り）1把　
●にんにく（芽をとって薄切り）1かけ　
●赤唐辛子（中の種を抜く）　1本　
●トマト（種をとり櫛型）　1個　●水30cc　●油少々　
●調味料A　
　・塩（もしくは鶏ガラスープ）小さじ1～お好み　
　・砂糖ひとつまみ　・胡椒少々

材 料

（構成：架け橋プロジェクトチーム　板東 美穂）

（構成：架け橋プロジェクトチーム　若生 麻衣）

Tumis トゥミス 所要時間

15 分

材 料

4 人 分
留 学 生
よろこびメシ

紹介者
リファ・ダミアティ（インドネシア）とホストシスター

ホストスクール   和歌山県立日高高等学校

作り方
①野菜を食べやすい大きさに切る。
②フライパンに油を少々いれ、中火で
　にんにくを炒めて香りを出す。
③残りの野菜を全部入れてさっと炒める。
④最後に水30ccと調味料Aをいれて炒める。

日本で材料が入手しやすく、作り方も簡単です。中国、
台湾、ベトナムでもよく似た料理があります。ホストシ
スターが夏休みの自由研究で発表したレシピです。

完 成 ！

架け橋生による架け橋

プロジェクトの説明

架け橋生が
スピーチ大会、ディベートや
プレゼンテーションで活躍

架け橋生が
スピーチ大会、ディベートや
プレゼンテーションで活躍

10月25日、学内行事 “SCIENCE 
IMMERSION PROGRAM 2019 ”の英語プレゼンテーション大会で、チーム
を最優秀パフォーマンス賞に導きました。「酸性雨について、科学的な視点
から発表しました。数時間で資料作成し、予選・本選と進むので緊張しまし
た。チーム全員が自分の役割をしました」。

テルゲルは「日本とモンゴルの高校生
活のちがいについて発表しました。来
日直後、学校の文化祭に感動しました。
日本の高校生は自分たちで考え、自分
たちで一から作る。だからこそ、行事に
思い入れがあることを知りました」。

ヒランは「日本におけるスリラン
カ文化について発表しました。受
賞できたのは、学校の友達の助け
があったからこそ。放課後にスピ
ーチの練習を一緒にしました」。

プレゼンテーションPresentation

Speech 
Contestスピーチ大会

11月１日、即興型ディベート全国大会の
校内選考会で、ベストスピーカー賞を
受賞。「２人の友達とチームを組み、住居や核兵器所持
をテーマに討論しました。インドのディベート大会は個
人競技ですが、日本ではチームワークが求められます。
異なる視点からディベートを理解できました」。

エンフボルド，テルゲル
（モンゴル、広島大学附属福山
高等学校）

カルナーラトナ，ヒラン
（スリランカ、英数学館高等学校）

チャウドリー，プラナヴ
（インド、大阪府立北野高等学校）

ディベートDebate

ゲンバート，ニック（フィリピン、横浜サイエンスフロンティア高等学校）

架け橋生は、受入れ校や
AFS各支部の協力を得て、各地で新たな挑戦の機会をいただいています。
2019年10～11月、
事務局に届いた主な活動成果を紹介します。

10月27日、第19回外国人による日本語スピーチ大会において、
それぞれ優秀賞を受賞。


