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架け橋生が語る日本の魅力

（架け橋プロジェクトチーム
若生 麻衣）
アフィカ
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日本のなかのインドを発見

チョウ
（イン ドリ,プラ
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ある日の放課後、友達に
インドの祭りや神様につ
いて話をしたときのこ

京都

2020.2

来日中の2期生が帰国する日が
近づいてきました。架け橋生は、
日本で何に驚き、心を動かされた
のでしょうか。事務局に寄せられた
生徒のメッセージを抜粋し、
お伝えします。

Rock me, Japan!
大阪
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KYOTO

着物に
込められた思い
寮生の私たちのために、

と。友達が興奮気味に「ガ

支部長が振袖を着せてく

ネーシャ、知ってる！」

れました。振袖には、母

と叫びました。驚く僕を

親がもつ娘への気持ち

見て、彼は、シバ神やガ

や、少女時代の思い出があると知りま

ネーシャは、強力なキャ

した。歴史もあって、模様や色にも、

ラクターとしてビデオゲ
ームに登場するのだと教えてくれました。インド文化の要素が、興味深
い形で日本に存在していることは、両国間の絆の強さを示しています。
僕は、日本で「もうひとつのインド」を見つけました。

それぞれ意味があります。着つけの準
備、着物・帯やアクセサリーの組み合
わせ、着物を着せたり、しまったりす
るのに、多くの時間がかかっていると
知りました。振袖はとてもきれいでし

，
シャン
ディル
ャ
タルシ
）
ランカ
（スリ

た。
長野

タニ
ーン，
タズニ デシュ）

グラ
（バン

NAGANO

SAPPORO

国際的な
舞台で学んだ
日本の組織力

離れ難い
もうひとつの家族・学校
札幌

昨年12月に開催された「軽井沢国

“遠くの親戚より近くの他人” と

際カーリング選手権大会2019」で、

言いますが、幸運なことに、札幌

通訳ボランティアを務めました。日本人選手とは日本語で、各国選手

で家族のような存在ができまし

とは英語で話をしました。スポーツの国際舞台に初めて参加しました

た。寮で友達になった大学生とと

が、選手の経験談を直接聞くことができて幸運でした。僕は、日本人

もに、ビリヤニ（スパイスの効い

の大会運営能力に驚きました。皆がキビキビと働き、すべてが定刻通

た炊き込みご飯）を作り、別れを

りに進み、後片付けの際は食べ物

惜しみました。学校で好きな授業

の小さな屑までもきれいにしてい

のひとつが、クリエイティブ・ゼミ。

ました。留学生が国際的な舞台で

定められた授業計画や試験がなく、

活動することは、新たな発見や能

生徒の主体的な学びを大切にしてい

力の向上につながり、成長をもた

ます。アイデアや創造性にあふれる

らします。

友達のプレゼンは、驚きと発見があ
ります。私も日本語で発表するよう
になりました！

ビリヤニ

それゆけ！

KAKEHASHI さん

家では
いつも
この格好

第4回 2年1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

ラジャパクシェ，
ラッシュミ

（愛称：ラシー／スリランカ）
ホストファミリー 宇根さん一家

6：00

起床

橋本 絵美子）

ホストスクール

愛媛県立松山東高等学校（愛媛県松山市）
https://matsuyamahigashi-h.esnet.ed.jp/

世界史の授業。
とても面白い先生です。
11：00

お弁当。2年1組の
12：40 クラスメイトと。

夕食。にぎやかな
宇根家です。
19：30 ラシーも伊予弁で
話します！

ラシー
寧々ちゃん
寧々ちゃんは
本当の妹みたい。
ラシーは一歳
しゃべりだすと
年上だけど
止まらない。
妹みたい。

家族で分担して
家事。ラシーの
6：15 担当は掃除機！

6：30

ホストシスターと
一緒に朝ごはん

身支度を整えて
登校。学校まで
8：10 徒歩 1分！

いろいろな部活に
挑戦してみました。
18：30
16：30 華道部や
かるた部も。

先に帰宅した人
から家事をお手つだい。
洗濯ものをたたんだり
犬と遊んだり。

ホストシスターの
寧々ちゃんとは
毎日一緒に
お風呂に入る
ほど仲良し
！

結局、ホストシスターと
一緒の天文地学部に所属。
18：00 月を観察します。

ホストマザー
娘が2人になったよう。言葉で
困ることももうありません。

KAKEHASHI
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米津玄師
（パプリカ、
レモン、
馬と鹿、
ピースサイン）

ランキング好きな歌

で

第 4回

も

これまでやったことがなかった料理や
スポーツにも日本に来てからチャレンジ。
世界が広がっています。

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。
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RADWIMPS
（愛にできることは
まだあるかい、
大丈夫、
前前前世、
いいんですか）

3

SMAP
『世界に一つだけの花』

森山直太朗

『さくら』

コメント

学校の友達と映画に行ったり、カラオケに行ったり、音楽談義に花を咲かせたり……日本滞在も終盤になると、架け橋生
の趣向は “日本の高校生” になっていきます。曲目も数十曲になりました。
『上を向いて歩こう』を挙げた生徒も！
「なぜか懐かしさを感じる」
「文化祭で合唱した」
「来日後に友達が教えてくれた」など、歌にまつわる思い出は、決して
色あせることはありません。
（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

#8 鹿児島県立甲南高等学校 （鹿児島県
鹿児島市）
http://edunet002.synapse-blog.jp/konan/

薩摩半島縦走（枕崎市～
南九州市約33km）友人たちと
サリア，
キム

（フィリピン）

本校正門前
学校行事、部活動（ESS、茶道、硬式テニス）
に積極的に取り組み、常に周囲への感謝
を忘れず、笑顔で過ごすキムさんは、所

茶道部の先生方と

属する１年生だけでなく全校生徒に大き

本校は今年で創立113年を迎え、ノーベル

も非常に高いです。

物理学賞を受賞した赤﨑勇博士を始め、

キム・サリアさんが本校に来た８月末は、

これまで多くの人材を輩出してきました。

ちょうど体育祭の練習真最中。彼女にとっ

大多数の生徒が大学進学を希望し、文武

ては生まれて初めての入場行進やラジオ

両道をモットーに、勉強だけでなく様々

体操、ムカデ徒競走でしたが、記録的な

な活動に、意欲的に取り組んでいる学校

暑さの中、一緒に練習し、一気に他の生

です。2015年度からは文部科学省のSGH

徒たちとの距離を縮めていました。文化

（スーパーグローバルハイスクール）校に

祭ではお国の民族衣装を着て、全校生徒

指定され、英国や台湾へ国外研修を実施。

に英語でフィリピンの文化について紹介

生徒たちの国際情勢に関する興味・関心

してくれました。日々の授業や、様々な

な影響を与えています。生徒たちは、こ
れまで以上に高校生の自分たちでもでき
る国際理解、国際協調について考えるよ
うになりました。
今後も、自分たちとは違う文化を知り、
互いに理解し合える機会を、生徒たちに
与えることができれば、と考えています。
（文責 鹿児島県立甲南高等学校 小原 一恵）
（構成：架け橋プロジェクト 益原 秀紀）

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。
（協力：AFS岐阜支部、編集：架け橋プロジェクトチーム 井上 貴絵）

うちの

架け橋生が
言う ことには

岐阜県立大垣北高等学校×イエイント・ポン通称：イェッ

ホスト
ファミリー
編 （岐阜県大垣市）

（ミャンマー）

日本に来てからの
趣味「御朱印集め」

イエイントさん
岐阜県に留学する時間があっという間に過ぎて、もう１ヶ
月もありません。来日オリエンテーションキャンプで日
本語が上手な留学生たちと出会ったから、やる気が出て

ホストファミリーと
秋の白川郷にて

負けたくないと思いました。日本語が全然分からなかっ
たレベルから３ヶ月で JLPT－N４テストの合格まで頑張
りました。僕の学校生活では、朝早く起きて雨の日でも
カッパを着て自転車で通学します。学校に着いて靴を脱
いだらびしょびしょで大変でした。でも、バスケ部に入
りクラスの友達もたくさん出来てすごく仲良くなりまし
た。そして僕のホストファミリーのおかげで今の留学生
活にたくさんの思い出が出来て楽しいです！

ホストファミリー

なかしま

中島ホストファミリー（岐阜県大垣市）「今日なに？」とキッチンをのぞき

込まれるとドキドキ緊張しましたが、何でも喜んで食べてくれてうれしいです。まだ10月なのにヒートテッ
クを着て、暖房をつけた時には先行き不安でしたが、寒さにも慣れたようです。日本人のクラスメート達
と名古屋まで母国の料理を食べに行くなど行動力があり、日本の生活を楽しんでます。
＊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。

年間生＆架け橋生とも
仲良し岐阜支部！

LP＊からひと言
LP＆日本 語サポー ト
20年です が、イエ ッ
の勤勉さ と行動力、
他者への思いやりは、
素晴らしいです！
（ LP：坪井 牧子）

サポートの
現場から

支部ボランティアと留学生の日々
AFSでは各地域で支部ボランティアが留学生の日々のサポートにあたっています。
学校、ファミリーだけでなく、地域に飛び出し、地元の日本人とも異文化の輪を広げる
留学生たちを紹介します。
（AFS山口支部 アジア架け橋サポートチーム）

10月

９月

寮滞在の留学生が地元の
地元の「スペインフェスタ」に、民族衣装で参加。
歌やダンスを披露しただけでなく、手作りポスター
で分かりやすく自国の紹介を行いました。

留 学 生
よろこびメシ

Gapao

中央図書館で行われたギャラリートークに

児童館で子供達と交流。

留学生が参加し、自国のお正月に

子供達はすぐに打ち解け、

ついて紹介しました。発信力の

帰ってほしくない！と

高さ、日本語の上達ぶりに驚きます！

せがまれました。

ガパオ
ライス

材料

6人分

１月

所要時間
10 分

作った人 シワナード，シッチポン
（通称ディア／タイ）
と

河合家のホストマザー

ホストスクール 愛知啓成高等学校（愛知県稲沢市）

材料
●豚のひき肉 400g
●バジル 適量
●ニンニク ２片
●チリ 適量
●オイスターソース 小さじ２

●ナンプラー 小さじ１

作り方
❶唐辛子とニンニクを一緒につぶします。

❷フライパンに油を熱します。唐辛子にんにくを炒め
ます。

❸みじん切りにした豚肉を入れて、軽く火が通ったら、
ガパオの他にヤムウン
セン、
パッタイも作りました
。
みんなでにぎやかにい
ただきます！

オイスターソースとナンプラを注ぎます。十分に火
が通るまでかき混ぜます。

❹最後にバジルを入れたら５秒間よくかき混ぜます。
❺お皿に移してライスを添えて。食べましょう！
（編集：架け橋プロジェクトチーム

〈 編集後記 〉

ホストスクールなどで今までに来日した生徒のことを話すと
き、辛かったことや嬉しかったことを思い出して、つい涙ぐ
んでしまうことがあります。そのたびに「この仕事をしてい
て良かったなぁ！」と実感しています。
（架け橋プロジェクトチーム 木下 行雄）

橋本 絵美子）

女子生徒を連れて診療所へ。突然「私は男子です」と言い出しま
した。よく聞くと、健康保険証の氏名には文字数制限があり、名
前が男性呼称で途切れているとのこと！ 親の願いと家の歴史が
込められ、氏名が長くなるそうです。
（架け橋プロジェクトチーム 若生 麻衣）

発行
公益財団法人 AFS日本協会 www.afs.or.jp/ 〒105-0004 東京都港区新橋 5-22-10 松岡田村町ビル7Ｆ TEL：03-6206-1911・FAX：03-6206-1917
大阪オフィス 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-7-11 第 8新大阪ビル402号 TEL：06-6309-5151・FAX：06-6309-5191
架け橋プロジェクトへの問合せ
制作：立生株式会社 印刷：Print K 株式会社

asiakakehashi@afs.or.jp

