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架け橋生26人 国内最大級の
高校生フォーラムに参加！

2019年12月22日、文 部 科 学 省、国 立 大 学

今年度はスーパーグローバルハイスクール

語でディスカッション。持続可能な世界を作

法人筑波大学の共催で「2019年度全国高校

（SGH）の高校生に加え、新たにワールド・

っていくために何をすべきか、積極的にアイ

生フォーラム」が東京国際フォーラム（千代

ワイド・ラーニング（WWL）コンソーシア

田区）にて開催されました。全国から118校

ム構築支援事業及び地域との協働による高等

約1,200名の高校生や高校教育関係者が参加

学校教育改革推進事業（グローカル型）の高

※SDGsとは…？ →
「Sustainable Development Goals

する日本最大級の高校生フォーラムに、26

校生も加わりました。架け橋生は、テーマ別

（持続可能な開発目標）
」の略称で、
2015年9月の国連サミ

名の架け橋生が参加しました。

分科会においてSDGs※の17目標について英

大阪

OSAKA

「

ワン・ワールド・フェスティバル

for Youth 2019」で日本人高校生と交流！
2019年12月15日、
「ワン・ワールド・フェ

プレゼントしました。各国紹介をするなかで、

スティバル for Youth 2019」が大阪YMCA

話が盛り上がり、長話になることも。来場

（大阪市）にて開催されました。AFS留学生

した日本人高校生たちは、架け橋生の日本

や帰国生とともに、架け橋生4名（タイ・カ

語力にとても驚いた様子で、国際交流を楽

ンボジア・ベトナム・トルコ）がブースを出展。

しんでもらえました。

ブースに立ち寄ってくれた方に缶バッジを

（架け橋プロジェクトチーム 益原 秀紀）

デアを出し合いました。
（架け橋プロジェクトチーム

木下 行雄）

ットで採択された国連加盟193か国が2016年から2030
年までの15年間で達成するために掲げた目標です。

それゆけ！

KAKEHASHI さん
第３回 ２年４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

Panyoo, Chitsanupong

神村学園高等部（鹿児島県いちき串木野市）
http://www.kamimura.ac.jp/hi/

（タイ）
（パンユー，シサヌポン ▷ニックネーム：ボート）

７：00
寮で掃除・朝食
１日のはじまり。

12：35～13：15
昼休み（食堂で昼食）
今日もしっかりおいしく
いただきました！

８：30
ホームルーム

13：35～14：25
午後の授業（体育）
期末テストも終わり、
みんなでゆっくり
グラウンド・ゴルフ。

益原 秀紀）

10：45～12：35
合唱練習
12月20日の音楽祭に
向けて学年全員で。

９：45～10：35
午前の授業
（異文化理解）

17：00
部活動
弓道部に所属。
射法八節など礼儀から
日本の心を勉強中。
18：30
寮で夕食

20：00～
お風呂・
自習時間

19：30
寮内にて友達と。
同じ寮で中等部・
高等部・専門学校の
男子が共同生活を
しています。

23：00
就寝

仲良しの羽山さん

ボートは
どんな人？

「異文化理解」担当 上村先生（左）・内田君（右）

勉 強 がんばって
いて、今 は日本
語・英 語 半々で
会 話。女の 子も
みんな 楽しませ
て もらって いま
す。

KAKEHASHI
１

ジャケット／
コート

上村先 生 良い 雰 囲気。授 業
ではみんなが知らないタイの文
化を教えてくれて、異文化を知
るいいきっかけになっています。
内田君 クラスで男子は２人だ
けなので、日々協力しあって仲
良く過ごしています！

ランキング

で

第 3回

も

2

保温性に
優れた下着

服

クラスメイトの女の子たち
▼左から岩下さん、松本さん、宇野さん、川﨑さん

優しくフレン
ドリーで、ク
ラスが和やか
になっていま
す。

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。

3

マフラー/
セーター

（綿・ダウンなど）
コメント

ほとんどの架け橋生は、日本で初めての冬を体験しています。札幌に滞在する生徒は「コートを着た自分は、雪だるまみ
たい！」と語りました。体の水分で発熱する機能性下着にも多くの票が集まりました。ホストファミリーや
先生・友達から贈られたマフラーやセーターに「気持ちも温まる」「寒さもインフルエンザも防いでくれる」と
いう声も。寒い冬に心が温まるエピソードが多数寄せられました。
（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

北海道
#7 北海道奥尻高等学校（奥尻郡
）
http://www.town.okushiri.lg.jp/highschool/

シレウェ，
パウラ

（愛称：テサ、
インドネシア
出身）
担任の成田冬真先生
平成28年度より奥尻町立の高校として生

テサは日本語習得に向けてとても意欲的

どです。テサの積極的な姿に本校生徒も

まれ変わった本校は北海道の南西に浮か

で、どんどん上手に話せるようになって

大変刺激を受けており、海外留学を希望

ぶ自然豊かな奥尻島にあります。全国各

います。授業への意欲も目を見張るもの

する生徒が現れるなど、海外へ目を向け

地から集まる島留学生に加え、今年度初

があり、周りの生徒にサポートされるど

る生徒が増えています。

めて海外からの留学生を受け入れました。

ころか、周りの子に教える場面もあるほ

（担当： 井上 壮紀教頭、成田 冬真先生）
（構成：架け橋プロジェクトチーム 五嶋 春奈）

うちの

架け橋生が
言う ことには

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。

東京都市大学塩尻高等学校×Soundala,Phetdala

学校
訪問編 （長野県塩尻市）

通称：ボウさん（ラオス）

ボウさん
中学校訪問で、自分の国を紹介したり、中学生と話を
して触れ合い、折り紙をしたり、本当に楽しい時間を過ごすこと
ができました。
私の一番の幸せは、色々なことを学んだ時や知った時です。
私の国の文化と同じこともあるし違うこともあります。いつでも
何かができるチャンスがあるときエネルギーを感じます。
AFSer になれて、
うれしいです。 ありがとう

!!!! AFS

支部からのリポート
11月7日に、伊那市立伊那中学校（伊那市荒井4460番地）で行
われたイングリッシュデーに、東京都市大学塩尻高等学校に留
学中の留学生が全員参加。玄関には手作りの国旗、英語の歌で
の出迎えと大歓迎でした。昼休みは、ゲームをしたり、会話を
楽しんだりしました。その他にも、グループに分かれて、各国

LP＊からひと言
「民 族 衣 装 も 大 好
評！中学生との1日
交流で笑 顔いっぱ
いで自国 をアピー
ルしました」
（LP：賜 萌子）

の紹介、質問タイムを行いました。
＊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。

サポートの
現場から

日本国大使館のサポート

ラオスではプロジェクト初年度の応募者
が少なかったことから、大使館は帰国生の
インタビュー動画を自ら制作し、日本語教
育を行う中等教育学校に直接募集説明に伺
うなど、地道な広報努力を続けました。こ
うした努力が功を奏し、第3バッチ募集では
応募者数が飛躍的に増加しました。
第1バッチ帰国生（2名）は，プロジェク
ト参加を通じ世界には様々な考え方がある
ことを学んだようです。今でも高い日本語
力を維持しており、また、将来の目標に向
かって前進している2人の姿を見て大変頼も
しく感じました。
第2・第3バッチのみなさんも、日本での
経験を生かし真のアジアの架け橋となれま
すように、私たちも全力でサポートしてい
きたいと思います。
（寄稿者：在ラオス日本国大使館
広報文化班長 津村 理子）

留 学 生
よろこびメシ

Chilla

架け橋生の募集・選考は主に各国のAFSが行っていますが、一部の国（ラオス、カンボジア、ベト
ナムなど）では近隣のAFS事務局が、現地日本国大使館の支援を得て留学生の募集・選考・オリエ
ンテーションを実施しています。

12 月にビエンチャンで開かれた
第3バッチ候補生のオリエンテー
ションにて。ラオス教育スポーツ
省の職員と AFS タイの職員と一
緒に。写真中央が寄稿者。

さん。
ダポンさんとケットマニー
第 1 バッチ帰国生 ラッ
た。
まし
を応援し
オリエンテーションで後輩

チラ

材料

所要時間

4人分

15 分

紹介者 ヤダワ,サビヤタ（インド）
ホストスクール 山脇学園高等学校（東京都港区）

インドにもお好み焼きに似た料理があり
ます。火の通りやすい、色のきれいな野
菜を使って、インド料理を楽しんでくだ
さいね。緑色の野菜として青唐辛子やパ
クチーにすることもできます。チラはイ
ンド全土で食べられますが、特に北イン
ドで有名です。インドでは朝や夕方にス
ナック感覚で食べられています。

作り方

材料
●セモリナ粉 250ｇ ●ヨーグルト（無糖） 大匙3
●水 250㏄
●ピーマン 1個 ●トマト 1個 ●玉葱 1個
●塩 少々 ●米油 ●バター

❶野 菜（玉 葱、ト マ ト、唐 辛 子）
を細かく刻んでおく。
❷セモリナ粉を250ｇと、ヨーグル
トを加え、よく混ぜる。
❸水を加え、生地をつくる。
❹生地に切った野菜を加える。
❺塩少々加え、混ぜる。

❻フライパンに米油をいれる。
火をつ
けてフライパンが温まるまで待つ。
❼熱したフライパンに大匙2ほどの
生地をいれて、丸く広げる。
❽火が通ればひっくり返し、パリ
ッと仕上げる。
❾皿に盛って、バターを添える。

（編集：架け橋プロジェクトチーム

〈 編集後記 〉

12月より大阪の事務局に入職しました井上と申します。12月は気温差も
あり、体調を崩しやすいですよね、もれなくその一人になってしまった
私は先日ドラッグストアで色々なメーカーの栄養ドリンクを購入！感じ
たのは１本3,000円ほどする栄養ドリンクは最強‼皆さんも体調にはお
気をつけてくださいね。（架け橋プロジェクトチーム 井上 貴絵）

板東 美穂）

早いもので架け橋２期生も来日して５か月が経過。到着時に比べ、
生徒たちの日本語力は格段に伸びました。支えてくださっている
学校の皆様、ご家庭の皆様、寮の皆様、地元の皆様、ボランティ
アの皆様、語学指導をしてくださった皆様のおかげです。有難う
ございます。
（架け橋プロジェクトチーム 板東 美穂）
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