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Global Classmates is a 6-month online exchange program
for high schools students in Japan and the U.S., which
aims to promote international friendship, cultural exchange,
and collaborative foreign language learning.

Let’s connect with classmates abroad and learn
about each other’s language and culture!

501(c)3 Nonprofit Organization

Application Process & Program Flow
KAC pairs schools based on number of students,
technology capabilities, and participation structure and
initiates preparation for the exchange. The students
participate in Global Classmates as part of a class at
least one hour per week.
Jan ~ Apr

Application & Participation Decisions

May ~ Jun

Matching Schools

June~Aug. Training, Orientation, & Planning
Sept.
Oct.~Dec.

Snapshot of the Students’ Exchange

Sarah US School

Program Begins （Create accounts &
Introductions）
Discussion Topics & Omiyage Exchange

Jan.

Video Koshien （ビデオ甲子園）

Feb.

Farewells & Exit Surveys

Omiyage Exchange

Explaining manners via video

Ayako Japan School

Posting comments

Sarah US School

About KAC

Global Classmates Student & Teacher Testimonials

KAC is a 501(c)3 nonprofit organization founded in June
2011 by former Japan Exchange and Teaching (JET)
Program Assistant Language Teachers (ALTs) and
Japanese individuals in the Washington, DC area. Its
mission is build global friendships and understanding
through connected classrooms.
In Global Classmates, students from Japan and the U.S.
exchange messages, photos and videos via a secure
and monitored educational social media website under
the supervision and guidance of their teachers and a
bilingual and bicultural coordinator assigned by KAC.
In the past three years, KAC has connected more than
2,000 students from 86 schools.

Global Classmates is run by staff in Japan
and the U.S.

Sponsors
Global Classmates is sponsored by the United
States-Japan Foundation, TOMODACHI, and the US
Embassy Tokyo.

Student

Student

I discovered that I am able to
communicate using just simple English. I
am now able to express more things in
English. It was so exciting to talk online
and learn the REAL culture.

It was so fun to actually talk to someone
my age who spoke Japanese. I love
Japanese culture even more now! I can
write in Japanese faster and don’t have
to use the dictionary as often anymore.

The students’ test scores went up
significantly, especially in English
composition and listening. I was also
able to do things with the students that I
couldn’t in the regular class, such as
doing a skit and singing songs in
English. It is a highlight of our high
school English program now!
Perfect for students of the digital-age!
They naturally learned language and
culture in real time, things we cannot offer
in a textbook or in a traditional classroom
setting. As it can be incorporated into the
curriculum, it was a perfect compliment to
what they were already learning.

Teacher

Teacher

Our Supporters
KAC is supported by the Ministry of Education,
Cultures, Sports, Science and Technology (MEXT) in
Japan, and the Embassy of Japan in the US, as well
as the educational communities in both countries.

Media Coverage

With PM Abe during
his visit to the U.S.
Above：Video Message from U.S. Ambassador
Caroline Kennedy (2015.2.11)
Left：PBS special
program “This is
America & The
World” featured
one of Global
Classmate’s
schools Ishinomaki
HS (2014.6.4)

With Min.Shimomura at
a forum on education

At the U.S. Embassy with then Amb. Roos
Contact

email info@KACultures.org
web kacultures.org
facebook Kizuna Across Cultures
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Global Classmates（グローバル・クラスメート）は、日米の高
校でペアを組み、6ヶ月間の継続的なオンライン交流を通じ
てコミュニケーション能力、異文化理解に対する積極性、英
語力などを育む教育プログラムです。
海外の生徒とクラスメートになって、
一緒に互いの言葉や文化を学びましょう！

米国政府認定NPO501(c)(3)取得

申込み・参加の流れ
生徒数、PC環境、参加形態（授業・部活）などを踏まえてペア
リングを行い、事前のプランニングなど交流の準備を行いま
す。週１回１時間以上の活動時間を、授業としてGlobal
Classmatesに当てていただくことを推奨しています。

1〜4月

参加校募集、確定

5〜6月

ペア校のマッチング

6〜8月

オリエンテーション、プランニング

9月

交流開始（アカウント登録、自己紹介）

10
10〜12月
月 トピックへの投稿、Omiyage Exchange

生徒同士の交流の様子

Sarah US School

Ayako Japan School

Sarah US School

1月

Video Koshien （ビデオ甲子園）

2月

クロージング、アンケート
日米で贈りあう Omiyage Exchange

Videoで伝える日本のジェスチャー

PCでのコメント投稿の様子

KACについて

Global Classmates参加生徒・先生の声

将来を担う世代に、お互いの生きた言語と文化にふれあい、
共にグローバルな意識・広い視野・未来へのビジョンを育ん
でもらいたい。Kizuna Across Cultures（KAC/キズナ・アクロス・
カルチャーズ）はそんな思いを形にするため、元JET教師であ
る米国人、当時米国大使館で働いていた日本人などを中心
として2011年に米国ワシントンD.C.で結成されたNPOです。
日米の教育・外交関連政府機関、参加校の先生・生徒など
とのやり取りを通じ、新たな教育の形を議論しながら、教育
プログラムを提供しています。
企画・運営する「Global Classmates（グローバル・クラスメー
ト）」では、専用のSNSページ上で日米の生徒がコメントのや
り取り、写真・動画の投稿を通じた交流を行います。KACの
コーディネータなどのスタッフが各ペアをサポートし、一緒に
生徒の交流を盛り上げます。

生徒

生徒

単純な英語でも伝わることを発見。難しい英
語を使わなくなり、表現が増えた。
日本人が勝手に思い込んでいる外国のイメー
ジを実際のチャットを通じ本当のことが分かり、
興味深く、わくわくした。
日本語を話す人と実際に会話でき楽しかった。
日本文化が前より好きになった。
日本語を書くスピードが上がった。以前ほど
辞書を使ったり調べたりしなくても書けるよう
になった。

英作文の問題に白紙で出すことが少なくなっ
た。英作文とヒアリングを中心に、参加生徒
の模試の点数が大幅に向上した。

先生

普段の授業では取り組めなかった英語劇や
歌なども体験することができた。
海外高校生との7ヶ月間に渡る継続的な交
流は、英語科の目玉プログラムとして学校説
明会などでもアピールしている。

Global Classmatesは、米国と日本に住むスタッフに
よって運営されています
協賛団体

デジタル世代の子供達にピッタリのスタイル。
気軽に交わされる自然体の会話に、教科書
や授業で習わない「生の言葉や今の文化」が
含まれている。

Global Classmates プログラムは、米日財団、トモダチ・イニ
シアチブ、および駐日米国大使館から助成を受けています。

カリキュラムに組み入れることによって、クラ
スで学んでいることと相乗効果を出せる。

先生

様々なご支援
文部科学省、ルース前駐日米国大使、藤崎前駐米日本大使、
日米協会マロット大使、米国の日本語AP（Advanced
Placement）教師コミュニティなど、KACの掲げるビジョンとその
活動は、日米の教育関係者、外交関係者に賛同いただき、
多くのご支援をいただいています。

取材・メディア掲載

訪米時のレセプションに
て安倍現総理大臣と

教育関連意見交換会にて
下村文部科学大臣と

Above：キャロライン・ケネディ在日米国大使よりビデ
オメッセージ (2015.2.11)
Left：米国PBS 放送
局により製作された
「This is America &
The World」にGlobal
Classmates の石巻
高校が紹介
(2014.6.4)

米国大使館にてルース駐日米国大使（当時）と

問合せ先

email
hp
facebook
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