Ms. Arpita Palit
JKSK 奨学生第一期生。バングラデシュ・チッタゴン出身
現在、チッタゴンで、夫、男児とともに、バングラデシュの教育レベル向上のた
めに尽力中。
1. What dose JKSK mean to you? ／あなたにとって JKSK とは？
JKSK has given me the chance to make friends through improving my communication
and networking skills.
Meeting new people in giant corporate
agencies including local NGOs and
witnessing the Japanese culture have had
enormous impacts on developing the
skills of public speaking and learning
new strategies.
JKSK passes the light of hope for those
women who dream to be self-reliant and
to empower the life of women in their
own society, I inspired immensely
through meeting those powerful and
independent women who are wellestablished in Japanese Society with
reputation and contribution.
JKSK 奨学生としての日本での研修を通して、コミュニケーション能力が向上し、
また人脈も増え、友人を作る機会をいただきました。
日本を代表する企業や NGO の新しい人達との出会いや、日本の文化を目の当た
りにした経験から、人前で話す技術が向上し、また目標を達成するための方策を
学ぶといった大きな影響を受けました。
JKSK は、自立と自分達の社会における女性の生活に活力を与えたいと願う女性
達に希望の光を与えてくれます。そして私自身、日本社会において高い評価を得、
またその貢献によって名声を得ている実力のある女性達との出会いによって大
きな影響を受けました。
2．What are you doing now?／近況を教えてください
Recently, I have completed my 2nd fellowship with Teach for Bangladesh-a network of
Teach for All, working in 61 different countries in the hope of making positive changes
in educational sectors of Bangladesh ensuring every child gets the light of education.

After this, I have joined Frobel Academy, a Cambridge affiliated institution, which aims
to bring quality education in Bangladesh.
教育現場に良い変化をもたらすことを目的として、世界 61 カ国に広がるグロー
バルネットワーク Teach for All*の加盟団体である Teach for Bangladesh において、
2 度目の教員としての役目を終えたところです。Teach for Bangladesh では、すべ
ての子供達が教育という光を確実に手にすることが出来るように注力していま
す。
そして今後は、ケンブリッジ国際認定校であり、バングラデシュに質の高い教育
を提供することを目的とする Frobel Academy という学校で働く予定です。
Teach For All*
Teach For America から始まった教育改革の取り組みで、イギリスの Teach First、日本の Teach For
Japan など、世界 61 ヵ国に展開する Teach For All というネットワークになっています。Teach For America
は、1990 年にアメリカで設立された教育 NPO で、教育免許の有無に関わらず、2 年間アメリカ国内の一
流大学の卒業生を国内各地の教育困難地域にある学校に常勤講師として赴任させるプログラムを実施。
2011 年には 43 地域で 10,000 名近くの将来有望な人材が教育問題の顕著な学校・地域で教員として
働いています。（Teach For Japan HP より）

3. Please add a short personal message to JKSK members.
／JKSK の会員の皆さまへ一言お願いいたします
JKSK has opened up new paths for those women who want to pursue their studies and to
make their own identity.
It helped me to find my own identity and to be a global woman now.
I am glad that I have been selected as a JKSK scholar. The experiences I gathered are
precious and the learnings are irreplaceable.
I am truly grateful for this unique opportunity that JKSK offered.
JKSK は、学問を追究し、また自分自身のアイデンティティーを得ようとする女
性達に新しい道を拓いてくれました。
それは、私自身が自分自身のアイデンティティーを見つけ、こうして今、グロー
バルな視野を持つ女性となることへの手助けとなっています。
私は JKSK 奨学生に選ばれたことをとても嬉しく思っています。私が得た経験
はとても貴重なものであり、学んできたことはかけがえのないことです。
JKSK が与えてくれたこの唯一無二の機会に心から感謝しております。

