
 

 

 

 JET 通信 
 

11月の日本留学試験(EJU)、結果発表 

陳禾家さん371点で世界最高 
校内平均 283.7点 4割(11名)が 300点超 

11 月 12 日に世界 15 か国で実施され、

23,978 名が受験した日本留学試験で、台

湾の陳禾家さん(右写真)が「日本語」で 400

点満点中 371点をとり、全受験者の最高得

点を記録しました。 

校内で受験した 27 名の平均は 283.7 点

(進学クラス 25名の平均は 285.0点)で、全

受験者の平均 244.5 点を、約 40 ポイント

上回りました。 

全員が 200 点以上を得点し、そのうち約 4割にあたる 11 名

が 300点以上でした。 

非漢字圏学生の際立つ「伸び」 
6 月の EJU の結果と比べると、非漢字圏学生の伸びが際立

ちます。台湾人学生が平均 19 点の伸びに対し、インドネシア

人は平均で 39点伸びています。中には 156点から 101点もア

ップした学生もいました。 

「読解」では 3名が世界最高点 
分野別に見ると、「聴解・聴読解」で陳禾家さんが 175点(200

点満点)で世界最高点。「読解」で陳禾家さん、張捷明さん、Lin 

Frankさんがいずれも 196点(200点満点)で、世界最高点でし

た。日本語の「記述」では、8名が 45点(50点満点)でした。 

高得点の秘訣は「日々の努力」 
遅刻をしない、課題などの提出物を期限までに確実に出す、

そういった日々の努力の積み重ねが、点数に現れている。進学

クラス担任は口をそろえて言います。教師の指導を信じて、気

持ちをしっかり持ち続け、いい結果につなげてほしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作り大忘年会、盛大に 
12月 22日、大忘年会が開催されました。大学生 12人、卒

業生 2人、教師 10人が加わり、総勢 150人が参加。 

各クラス手作りのアイデア料理を皆で味わったあと、ゲー

ムで親睦を深めました。ゲームで特に盛り上がったのは B ク

ラス考案の「伝言ゲーム」。先頭と最後が必ずインドネシア人

になるように並んで、日本語をインドネシア語に翻訳して最

後の人まで伝言していくというゲームでした。インドネシア

語には日本語のように助詞、助動詞がないため、どのチーム

も苦戦していました。「旅行に行きます」というお題、実はイ

ンドネシア語の「旅行」と「散歩」が同じ単語のため正解者

ゼロ！言語の面白さに触れることができました。学生たちは

大学生やほかのクラスの人ともたくさんおしゃべりできたよ

うです。 

広報のポスターは G、H クラスが作成。司会者は台湾のピ

ーターさん、マレーシアのネスさん、韓国のネニーさん、イ

ンドネシアのアラントさんとダマルさんが務め会場を盛り上

げました。学生スタッフ、各係の皆さん、お疲れ様でした! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業経営者との意見交換会 

12月 5日、今期第 4回目の就職セミナーとして、就職希望

者との意見交換会を開催しました。東京商工会議所北支部の

ご協力を得て 5名の会社経営者をお招きしました。 

先輩の就職体験談 

12 月 18 日、今期の就職セミナー最終回は、卒業生に就職

体験談を話してもらいました。2015年 9月に卒業し、名古屋

の不動産関連企業(㈱アットイン)に就職した劉媞柔さん(台湾)

が、上司と共に名古屋から来校。1時間半にわたり流暢な日本

語で、就活のこと、今の会社のことなどを分かりやすく説明

してくれました。10名の学生が参加しました。 
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《日本留学試験「日本語」で 300点以上の得点者》 

順位 氏名 出身 クラス 点数 

1 陳 禾家 台湾 A 371 

2 
Lin Frank USA A 

361 
張 捷明 台湾 A 

4 Atika Natalia Sasmita ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ A 324 

5 
賴 宜廷 台湾 B 

319 
許 哲瑄 台湾 C 

7 邱 靖雯 台湾 B 314 

8 賴 銀豐 台湾 B 312 

9 鄭 禹彤 台湾 A 308 

10 Wahyu Hutama ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ A 301 

11 Yoganata Kristanto ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ B 300 

 

マレーシアの「サ
ンバル」という味
噌、インドネシア
のガドガド、タイ
のグリーンカレ
ー、台湾のルーロ
ーファンなど、国
際色豊かな料理
が並びました。中
には国籍不明の
怪しげな料理も。 
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桜川小学校と交流会 
12月 5日、E、Fクラス 40名が板橋区立桜川小学校の 5年

生約 100名と交流会を行いました。 

玄関で上履きに履き替えることなど、「ちびまる子ちゃん」な

どのアニメに出てくる場面を実体験できて、感動した学生もい

ました。給食には珍しい鯨肉が出されました。 

行く前は、日本語でちゃんと言いたいことが伝えられるか自

信がなかったという鄭紹妤さん(台湾)は、小学生たちに台湾の

ことを紹介しながら、「私の日本語はそんなに下手ではない」と 

思ったそうです。いろ

いろな気づきがあり、

日本語力の自信を深

めることができた一

日でした。 

 
←校庭で自国の文化など
を紹介したり、「鬼ごっこ」
などで遊びました。 

 

日の出町で忍者、鱒釣り、温泉を体験 

11月 23日と 26日、日の出町(東京都西多摩郡)で行われた訪

日外国人向け体験型ツアーに、JETからあわせて 7名が参加し

ました。 

「和服と忍者の伝統的な服を着て、写真を撮りました。忍者

の戦い方も学びました。その後、鱒を釣りに行きました。釣っ

た鱒を塩焼きにして食べました。最後に温泉へ行きまし 

た。疲れた体が温泉に入

ったらすぐ元気になりま

した。その日、いろいろ

な体験ができました。日

本独特の文化も知りまし

た。いい体験でした。」 

(張立芳・香港) 

 

初めての日本舞踊体験 

12月 11日、板橋区の主催による日本舞踊体験に、JETから

9名が参加しました。 

「最初はきれいな浴衣を着せてもらい、扇子を貸してもらっ

て、それから踊りの練習を始めました。1時間くらい先生と一

緒に踊りました。この「さくら」という踊りには、たくさん面

白い意味があります。例えば、扇子を手で開ける時、それは桜

が咲くという意味です。そして、回る時、それは桜を探すとい

う意味です。私はこの踊りの機会をもらってとてもうれしかっ

たです。留学生にとってとてもいい経験だと思います。」(Damar 

Kumala・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 日 誌 

○11月 27日 大学院研究計画発表会 
今年度第 2回の大学院研究計画発表会では、来春の大学院進

学希望者 6名が、井上校長をはじめとする教師 6名の前で、緊

張感あふれる発表を行いました。6月の第 1回目より日本語で

のプレゼンテーション力、発表内容ともに、大きな成長を遂げ

ていました。 

○12月 4日 数学プレ授業スタート 
2018年度に進学クラスに入る予定の学生たちを対象に、数学

のプレ授業が始まりました。受講生 18名の中には、朝の始業

前から事務所に来て森山先生を質問攻めにしている学生もいま

す。 

○12月 5日 国際基督教大学が JETで説明会 
○12月 8日 専門学校の面接講座 
専門学校進学希望者を対象に、面接の基本を学ぶ講座を開催

しました。11月 10日に続いて 2回目です。9名が参加。 

○12月 8日 避難訓練 
今回は、校長が不在時に校舎建物内で火災発生という想定で、

避難訓練を実施しました。3階のベランダから避難器具のオリ

ローを使って脱出する訓練も行いました。 

○12月 11日 国立弘前大学が JETで説明会 
○12月 12日 バンドンの高校生スタディーツアー 
インドネシア・バンドンの国立第 5高校から 12名の学生が

来校し、得猪先生による体験授業を受講しました。 

○12月 13日 結婚観について語り合う会 
『お見合いの達人』などの著書で知られるエッセイストの真

島久美子さんと「台湾人女性の結婚観について楽しく語り合う

会」に、4名が参加することとなり、この日顔合わせを行いま

した。真島さんは将来的に本としてまとめ、台湾で出版したい

と考えています。 

○ア  ○ク  ○テ  ○ィ  ○ビ  ○テ  ○ィ  

○10月 29日 三曲歌ざんまい 

国立小劇場で行われた、筝(齋藤春美社中)、日本舞踊、常磐

津など、日本の伝統づくしの発表会に、元講師の秋山伊都子先

生より 10名が招待されました。 

○12月 24日 佐々木真フルートリサイタル 

銀座の王子ホールに 10名お招きいただきました。佐々木さ

んは演奏活動 50年を迎えられました。 

 

漢字進級テスト 5名が満点合格 

12月 12日に行われた漢字進級テストで、5名が満点で合格

しました。2級クラスの陳禾家さん、張捷明さん、賴銀豊さん、

3級の闕家宏さん、7級の陳充さん(いずれも台湾)です。 

 

岡田安弘先生の結婚式♡ 

12月 9日、岡

田安弘先生と勝

谷悠希さんの結

婚式と披露宴が

幕張のホテルで

執り行われまし

た。 

 

 

 


