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【Newsletter 発行に寄せて】 

 

今回の Newsletter はインターンの方々の編集で、新しいスタイルになったなと言う印象です。 

海外に行こうと考えている人には大いに参考になるでしょう。日本とは生活習慣、価値観、社会通

念、対人関係が違う国が、世界にあることはその地で体験すると、よく解るでしょう。 

同時期に派遣された人も自分とは違う国に行った経験談を見ることで、自分の経験をベースにして

さらに世界が広がるのではないでしょうか。 

少子高齢化社会に進んでいる日本では国内でも海外の人々と生活し、働かねばなりません。 

その経験をした ICYE の派遣帰国生の皆さんはその中でリーダーシップをとることでしょう。ま 

た、更に海外で支援活動に励む人もあるでしょう。最後にはインターンお二人の報告も載っていま

す。派遣前の日本でも国際に繋がっているのです。これも新しい働き方ではないでしょうか。 

将来の日本での皆さんの働きを楽しみにしています。 

理事長 村野 繁 
 

 

 

10 年以上前、はじめてメキシコに着いた時のハグとキスの挨拶に戸惑ったことや、人々からもらっ

たたくさんの愛情を思い出します。同時に今世界中で起こっていることを思いながら、このまま

人々は、国々は、自らを守るために孤立する方向に進んでしまうのだろうかと、悲しみや不安に襲

われます。 

でもみなさんのニュースレターを読んで、私たちは、違う文化や境遇にあっても、それがどんなに

違っても、つながっていけることを改めて感じました。こんな時だからこそ、世界中の仲間と励ま

しあいながら、目を開いて、たくさんの問題や人々の働き、痛み、優しさ、怒りを感じ、異なる者

たちが創りだす美しい社会を信じて、自らもまた行動する者でいたいと思います。  

理事 加藤カヨ 
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ICYEのスタッフエクスチェンジプログラムで、ケニアで研修している ICYE ジャパンのインターン生のガーです。 

なぜケニアを選んだかというと、アジアを出たことはないという理由です。小さい頃からお馴染みの欧米文化には

けっこうハマっていて、アジアと全く違う文化に体験したく

て、アフリカは一度行ったことがないと何でもわからないと

思ったので、アフリカに行くと決めました。ICYE連盟のアフ

リカ地域では、ICYEケニアが組織的に一番整っているら

しいです。それで、ケニアへ行ってきます。 

ほとんどの時間は ICYEケニアの事務所で作業して、事

務所のみんなと連盟のことや文化ディスカッションについ

て色々話しかけました。メールもしてきて、りなさんからも

よく聞いてきたのに、ついにはじめて会えて不思議な感じ

でした。 

 
 

 

ケニアで一番印象が残っているものは、やはりマタトゥという

乗り合いミニバスです。装飾やペイントを施し、耳をつんざく

ようなほど流行の音楽を流す個性的でカッコよくなければ、

マタトゥではないですよね。マタトゥは、毎日通勤に乗ってい

ます。 

ケニア名物といえば、やっぱこういう色鮮やかな乗り物です 

 

 

 

ホストファミリーがすごくお世話にしてくれました。ホストフ

ァミリーの親戚の集いに誘ってくれた時は、“みんなの多

さ”に驚きました。その日のみんなって、全員ではないで

すよ。親戚全員のうちのたった 4分の一が来れたのだ

そうで、びっくりです！全員が揃ったらどのぐらい賑やか

になるか想像できないですね。 

 

 

 

ケニアでは、家族全員が集合したら、絶対やる活動は謎合わせの 

ような KENYA50−50 というゲームです。 

最後には、みんなけっこう熱くなっちゃってました。 

 

    ガーさんのケニア報告 

 

 

 

 ICYEケニアの事務局長のケルボさん、娘さん、プログラムアシスタントのマーシーさん 
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「私が見たガーナ」【HARUKAさん 派遣国：ガーナ】 

高校生の頃にフランスに留学した際、アフリカの人に会って仲

良くなったのと、西アフリカに興味があったので、その中で英語

圏且つ子どもたちに会える場所を探して見つけたのがガーナ

でした。職員の方たちはとても親切でフレンドリーな方でした。

プロジェクト先は Nation Builders School and Orphanage という

孤児院です。プロジェクト先での滞在で、朝起きて子ども達の

朝の支度を手伝ったり、学校で授業をしたり、授業の後はサッ

カーの練習や子ども達と遊んだり宿題の手伝いをしたりして、

夜子ども達を寝かしつけるところまでが仕事でした。ガーナに

行ってみて、一言で言うと、みんな同じ人間なんだなと思いま

した。それぞれが自分自身の幸せを求めていて、日本には日

本の暮らしがあり、ガーナにはガーナの生活がそこにあって、どちらが貧しいとか比べる必要なんて全くないと感

じました。日本と全然違う環境でもガーナではこれが当たり前と考えたので、カルチャーショックはなく、すべてを

受け入れることができました。1 番感動したことは、孤児なのにもかかわらずその事実を子どもながらに受け止め、

毎日笑顔で生活していたことです。ガーナに行ってみて、自分ができることを考え、また行く機会があればもう一

度行きたいです。大学に向けての準備にもなりました。この経験はとても貴重であり絶対行って後悔しないので、

ぜひ皆さんも未知な世界に自ら飛び込んでみてください！ 

 

 

「My best country」【Semwanga James さん 派遣国：ウガンダ】 
最初はアフリカに行きたいと思っていて、安全面を考慮して調べていると

ウガンダに興味惹かれ、この国に行くと決意しました。 
現地では、主に孤児院で活動していました。午前中は子ども達と一緒に

お祈りや畑仕事、水くみをしていました。その後は昼寝をしたり、子ども達

と遊んだりして日中を過ごします。夜にもう一度お祈りの時間があり、それ

が終わったら夕食を食べ、就寝。大体の一日の流れはこのような感じで

した。町や商店街に行ったりもしました。街や商店には人がとても多いで

す。そして、ウガンダの皆さんは皆さん優しくて明るい人が多かった印象

です。しかし、外国人だからという理由でボッタクリを働こうとする人がいる

ことも事実ですので、少し気をつける必要がありました。私の行ったウガン

ダは想像したものとはまるで違うものでした。そんな価値観が変わるような

体験をして、自己成長はできたと思います。ウガンダでは、ムズング(非黒

人)やチャイナ、ジャパニの順に多く呼ばれました。見た目の違いで注目を集めてしまうのでたくさんの子ども達が

声をかけてくれ、ちょっとした有名人気分。中には、チンチョンという差別用語を使ってくる人もいてそれは少し悲

しかったですが…。 
実際に行くことで見える世界は確実に変わります。準備段階でたくさんの先駆者から話を聞くことで、活動内容

の明確化、目標の設定、視野の広がりを実行、体験できるようになります。主体的に動くことによって、たくさんの

行ってきました！現地 120％！！ 
～短期派遣生報告～ 
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考え方を知ることができたのは大きかったです。実際に物事をしてみないとわからないことなので、少しでもやりた

いと感じたら何事もまずは始めるべきです。 

 

 

「ICYE Indonesia でのインターンを終えて」 
【吉川 法佳さん 派遣国：インドネシア】 

大学で中東政治について学びイスラム文化が強い国に行ってみたいと思ったので、インドネシアという国を選び

ました。活動先は NPO 運営という分野を選び、ICYEIndonesia に派遣されました。オフィスのインターンを日本人

で希望した人は私が初めてだったようで、日本人ボランティアのサポートや書類の翻訳、日本文化の紹介や団

体のプロモーションのために高校や大学でプレゼンをしたりと幅広く活動していました。現地の ICYE は、家のよう

なところで 5 人のスタッフが働いていて、みんな仲が良くてとてもアットホームな雰囲気でした。職員の皆さんは

外国人と接することにも慣れていて、英語しか共通言語がなかったけど毎日冗談を言い合って本当に仲良くな

れたと思いました。新たな家族がインドネシアにできた気分！笑  休日はとても仲良くなったスタッフたちとたくさ

ん遊びに行きました。映画が 300円前後ととても安いので一緒

に見に行ったり、カフェに行ったり。ボランティアとしての活動以

外の場面でも充実した時間を過ごせたと思います。 
私が ICYEのオフィスで働いていて何よりも良かったことは、たく

さんの人に出会えたことだと思います。インドネシア人の底なし

に明るいスタッフの方々やローカルボランティアと仲良くなれた

と同時に、各国から来たボランティアと話せて私の世界は確実

に広がりました。これから行く人にアドバイスをすると、常にオー

プンマインド精神でたくさんトライして欲しいです！こちらが心を

開けば相手も心を開いてくれます。頑張ってください！ 

 

 

「人生で最も早かった 1ヵ月」【Annaさん 派遣国：ケニア】 

ケニアはサファリやマサイ族で有名で自然に溢れているという印象があり、私は環境に興味があったので選びま

した。また、アフリカに行ってみたかったというのも動機です。 

行く以前は治安が悪い、感染病があるという情報が多かったので不

安でした。しかし実際行ってみると、ケニアは危険という日本人の持

つイメージはステレオタイプだと思いました。また、ケニアでの生活の

方が自分に合っていて快適だなと感じました。日本だと充分すぎて自

分から何かをしようという気持ちになる機会が少ないように思い、満た

されたままでは歩けないと思いました。ボランティア先が子どもに関わ

る分野で、ストリートで暮らしていた子供達と過ごしていました。そんな

中で、彼らは最低限の生活をしているなかで幸せを見つけて楽しんで

いる姿を見て幸せって違う形があるなと思いました。 

日本への帰国が近づいていたとき、”Don’t go””You are our sister””You stole my heart””When you leave 

here I will cry but when you come back here I will be happy”など、大切な子どもたちに言われた言葉を今でも

鮮明に覚えています。とても感動しましたが、その分本当にケニアを離れなくてはならないことが辛かったです。 

ストリートチルドレンに関してボランティアをしてみて、この分野で子ども達をストリートから救う働きをしていきたいと

思いました。なので、まだ不確かですがケニアに移って活動をしていきたいと思っています。 
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「ブラジル最高」【カカさん 派遣国：ブラジル】 

サッカーとサンバが好きで、ブラジル人の人柄

に触れてみたいと思ったので、ブラジルに行きま

した。プロジェクト先は Porto Aregle Integraco 

dos Anjos という児童養護施設で、子ども達と遊

んだり、サッカーやダンスを教えたりしました。英

語がほとんど話せないにも関わらず、コミュニケ

ーションを取ろうと温かく受け入れていただきまし

た。ブラジル人の温かさとクレイジーさに囲まれ

て、非常に生き生きと過ごすことができ、自分の

感情に素直にいられたように思います。家族愛

が強く、とても好感が持てました。様々な民族が

入り混じっていることもあり、多様性への受容性と

リスペクトがとても強いと感じました。（逆に日本の

ように年齢によるリスペクトは少ないように思いました。）サッカーとサンバが好きな自分には最高な環境で、どこ

にでもこの二つはある、という印象でした。ボランティア最終日に、児童養護施設の子供たちに名前の書きよせを

もらい、あなたは私たちの憧れですと言われたこと、ホストファミリーとその友達にここにあなたに居場所があるか

らいつでも帰っておいでと言ってもらえたことが一番心に残りました。 
各国から集まったボランティアの方々の話と聞けたことも貴重な経験です。教育面の環境が良くないことは行

く前から知っていましたが、お金よりも治安の悪さの方が重大な問題だと言われ、驚きました。将来の職業で教

育環境の改善に携わりたいと思いました。ダメもとでいろいろお願いしてみると案外実現したりしたので、どうせ無

理だろうではなく、いけるんちゃうかなくらいのスタンスで臨むといいと思いました。今後参加する人は、自分の身

の安全が確認できる範囲で挑戦するといいと思います。ブラジルで、自分の人生の最高の形を見つけることがで

きました。 

 

 

「これが始まり！」【北川野々子さん 派遣国：ウガンダ】 

 ずっとアフリカという遠く離れた場所に魅力を感じていま

した。また、自分は音楽が好きで、アフリカの人達は音楽

好きでノリがすごくいいというイメージがあったのでそれを

感じたくてアフリカに行こうと決めました。プロジェクト先

は、Venture Junior School という学校で、先生のアシスタ

ントをしました。学校といっても 2 歳から 7 歳の子が通っ

ているので、保育園と小学校が混ざったような感じです。

私は一番小さい子のいるクラスで先生のお手伝いをしま

した。活動内容は、みんなと一緒にダンスしたり歌を歌っ

たりすること、簡単な英単語の発音を教えること、色塗り

やお絵描きを教えること、などです。2，3歳の子が 17人

もいるクラスなので、常に誰かが泣いていたり私にくっつ

いてきたりして毎日ヘトヘトでしたが、その分だけ子ども達

一人ひとりが大好きになりました。 
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行ってみて最初に感じたことは、私が生まれた国は豊か過ぎ

た…ということです。ホストファミリーの家での生活は、自分が

想像していたよりもずっと快適でした。それでもやはり、日本と

比べると不便なこともありました。でも現地の人たちはそれが

当たり前だから不便は感じていないし幸せそうでした。こういう

場所に来るなら日本で生まれていない方が幸せかもしれない

な、とまで思ってしまいました。裕福と幸福は全く別物なんだ

なということを肌で実感しました。また、コロナウイルスが流行

し始めた頃に渡航したので現地に着いたら差別を受けるだろ

うと覚悟していました。ですが、身構えていたほどではなく、む

しろいろんな人が心配してくれて安心しました。ただ帰る頃に

はかなり深刻な状況になっていたのでコロナ！と言われること

は何回かありました。とりあえずタイミング良く帰ってこられて

本当によかったです。（一週間後に国境が閉鎖されてしまいました） 

 ふとした瞬間に子ども達が見せるきらきらした笑顔や、子ども達の成長を間近で感じられたこと（自転車が乗れ

るようになったり、しゃべれるようになったり）が特に感動しました。いちばん悲しかったのは、ウガンダ内での格差

を実感したことです。ホストマザーの方が貧しい家庭に寄付をする活

動を行っており、それに同行させてもらったことがありました。訪問し

た家は、それまで私がウガンダで見た家とは全く違う様子でした。女

性が抱えていた赤ちゃんはマラリアにかかっていましたが、病院は行

けないし薬も買えない、そんな状況でした。私たちが砂糖やコメ、服

などを渡すと、家族の方はとても喜んでくれました。その時に言われ

た「I’m happy」が忘れられません。帰りの車の中で、受け入れ先で

の生活、そして日本での自分の生活を思い、なぜこんなにも違うのだ

ろうと悔しい気持ちで一杯になり涙が止まりませんでした。 

 日本に帰って数日経った今も、毎日ウガンダのことを考えます。そ

うすると、飲める水を食器洗うのに使っているんだからもっと大事に

使おう、とか自分の食べたい食べ物が何の気なしに手に入ることに

感謝しよう、とか日常のちょっとしたことへの意識が変化しました。あ

とは、今回の活動で、やっぱり国際協力に関わりたい！というのと、こ

んなことを知りたい、学びたい！という気持ちが湧き出てきました。その気持ちの先に今回ウガンダで出会った人

たちがいます。想う人がいるだけで学びへのモチベーションが以前よりものすごく高くなるなあと感じています（笑） 

 “楽しい”だけではとても言い表せないくらいたくさんの経験をし、たくさんのことを考えさせられました。今は様々

なツールで海外のことを知ることが出来ますが、やはり現地に行って、聞いて、見て、歩いて、話して、食べてみ

ることでしか感じることのできない気持ちが必ずあります。また日本ではない場所で自分自身と向き合うことで、

今まで気づかなかった自分もみえてきました。これで終わりではなく、これからもっとウガンダについて、アフリカに

ついて、世界について考えていきたいです。満足はしていません！もっといろんな場所に行きたくなりました！こ

れが始まりでよかった！ 

 

  

  

 
 

旅行や観光では味わえない「現地 120％」の生活、 

次はあなたが経験してみませんか？ 

資料請求・お問い合わせはこちらから➡     
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「ゆとりのあるデンマーク人、ゆとりが欲しい日本人の私”」 
赤松加寿代さん 派遣国：デンマーク 

 

Hej! (こんにちは) 
デンマークで半年間のプログラムに参加している、赤松です。今回は、デンマークに来て最初に驚いた

ことについて紹介します。デンマークと聞くと、みなさんはどんなことをイメージしますか？「北欧だから寒

いのかな？」「童話の世界みたいなのかな？」「街並みがきれいそう！」などを想像するのではないでし

ょうか。私もこのようなイメージを持ってデンマークに来たわけですが、最初に感じたことは「時間にゆとり

がある」ということです。 

具体的に言いますと、  

①「全てはバカンスのために…」 
休暇がたくさんあります。 
デンマークの会社では１年に約 6週間の休みが取れるのです

が、夏に 4 週間ほど休みを取る人が多いです。そもそも日本

の社会人の夏休みはどのくらいの長さでしょうか。私のイメー

ジでは、1 週間ほどです。それに比べてデンマークは、4 週

間！皆バカンスに行ったり、家族との時間を楽しんだりしてい

ます。この話を聞いた時、「なんて優しい社会だ。幸福度も高いはずだ！」と感じました。 

②「労働時間は週 37時間」 
大体の人が朝 7~8 時に仕事を始め、昼の 15 時頃に仕事を終わります。日本では残業が当たり前で

すが、デンマークでは一般的ではありません。仕事内容や繁忙期なども関わると思いますが、定時に仕

事を切り上げます。15 時に仕事を終えると、自分の趣味に時間を費やしたり、子供と遊んだりできます。

夏は、仕事終わりにビーチに行って泳ぐ人も多いです。デンマークの労働組合は力が強いため、雇用

者もしっかりと仕事とプライベートのオンオフができるようで

す。日本でもこのような働き方ができると良いなと感じまし

た。このような事から、時間にゆとりがあると感じることが多

いです。デンマークには「ヒュッゲ」という文化があります。

例えば、ろうそくを灯しながら、家族や友達とリラックスして

会話をした時を言います。このヒュッゲ文化が、デンマーク

人のゆとりを持った生活の根底にあるのではないかと思い

ます。 

日本でも時間にゆとりを持って、生活していきたいですね！ 

現地からお届け！ 
～長期派遣生より～   
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「フィンランドより」 
Oさん 派遣国：フィンランド 

Tänään oli aurinkoista. （今日は晴れていました。） 

フィンランドに来て 2 ヶ月ちょっと経ち、こちらは急速に冬

に近づいてきています。フィンランドの秋は雨や曇りの日が

多く、日本の秋とはだいぶ違います。 

私は東部の小さい町にある opisto（オピスト）という私立学

校の学生寮に滞在しながらその学校の雑用をし、9 月の終わ

りから週に１回初心者用日本語講座が始まり、そこで日本語

や日本文化を教えています。この学校の生徒は 10代後半から

20 代が多く、ここで 1 年間のコースを終えて大学進学する人

もいます。幸いなことに、日本語コースがあり、その生徒は

日本に興味を持っているので、彼らとよく話します。それ以

外の生徒も皆とても親切で、よく助けてもらっています。 

 

また、この学校とは別に小中学校（同一校舎）にも週 2 回

行って、主に 8 年生（中学 2 年生）の英語や芸術の授業に参

加しています。opisto とは雰囲気は違い、思春期の子ども達

は日本と同じかなと思います。 

ここまでの話だと、毎日楽しく充実している生活を送ってい

るように聞こえますが、“今日は何も出来なかった”、“もっ

と積極的ならないと”と反省したり、残りの日々をどう過ご

していくか常に考えています。こちらは本当に個人主義で、

日本のように手取り足取り色々教えてくれたり説明してくれ

たりはありません。なので、時々人が冷たく感じて落ち込む

ことがあります。そして日本人特有の、“あまり迷惑かけな

いように”という気持ちが出てきて、あまり言いたいこと

が言えないこともあります。せっかく日本と違う文化にい

るのだから、自分をどんどん変えていけたらと思います。 

 

 

私は英語圏の国に長期滞在したことがありますが、初

非英語圏であるフィンランドに滞在し、言葉の違いに苦

戦しています。学校の掲示は全てフィンランド語なの

で、寮に来た頃、1 人の生徒を捕まえて、寮に書いてあ

るフィンランド語のポスター全ての説明をしてもらいま

した。教師は皆基本フィンランド語で話すので、理解で

きない私は疎外感を感じてしまいます。（フィンランド

人は皆英語ができると思ったら大間違いです。）言葉の

壁が分厚いことを改めて感じています。 

 

 

 

寮の中です。貼ってあるポスターは 

なんとジブリ作品の登場人物たち！ 

この穴の下にモグラが住んでいます。 

日本語授業で、日本の『体育の日』にち

なんで、国技の相撲を紹介しました。 

その後、折り紙で相撲を作って皆で対戦

しました。横綱には、日本から持って行

った緑茶のティーバッグをプレゼントし

ました。 
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「コーヒーも人も、もっと自由でいい。」 

民本彩華さん 派遣国：デンマーク 
 

はじめまして。1年間派遣生としてデンマークに滞在している民本彩華です。 

 

今回はデンマークでのこの半年を振り返って、私が今 1番強く感じることをお話しします。 
それは、【コーヒーも人も、もっと自由でいい。】ということです。 
 

「ちょっとだけ幸せ」という感性をデンマークの言葉で「Hygee」とも言います。 
デンマークの人は、日常の流れの中で「今、幸せだ」と感じると、どんな小さな幸せでも「ヒュッゲ

(hygee)だね」と口にします。このデンマーク人の感性が私はすごく好きです。 
そして、デンマークは日本以上にコーヒーが身近にあります。 
1 日でコーヒーに出会う機会は一日６回の kafe の時間。(「コーヒーと一緒にちょっと休もうよ！」という

時間です) 
そして、その kafeの時間は、コーヒーや食事と一緒に必ず会話があります。 
 

私の職場では「従業員のオープンな関係、信頼、ユーモア」が

理念なこともあり、従業員はみんなオープンに自分の話をしま

す。その日の天気や、子どものこと、週末の予定など、喜びも悲

しみも表現し、楽しく会話をします。 
私は、帰宅後は必ず、ホストファミリーと kafe の時間。1 日のそ

れぞれの出来事や感情について話します。デンマーク語での言

葉が見つからず、自分の表現したいことを言えない日もありま

す。相手の話す内容を理解したいのにできず、その自分に悲し

く、悔しくなる日もあります。そんな自分と向き合う時間でもある

kafeの時が私は苦手でした。 
しかし、改めて半年を振り返り、どんな 1日でも kafeの時間は存

在し、人との対話があって、その横にはコーヒーがあります。そし

て、いつもコーヒーのある場所には、花や、自然のぬくもり、小さ

な甘味。それだけで気持ちが元気になります。 
 

その瞬間は気づけなかったけど、振り返った時に「幸せな時

間だったな」と思える今があります。例えば、太陽の光、季

節の花、木のぬくもりを感じる家具、小鳥の声、ラジオから

流れる音楽、コーヒーに合う手作りの小さな甘味、ろうそくの

明かり、季節の風、季節で変わる自然の景色など、、、。 
【自分の未来や価値観なんて、自分が想像している以上に、

何が起きるかわからないもの】半年のデンマーク派遣期間

を終えて強く感じます。 
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「フィンランドでの生活」 
田尻昌弘さん 派遣国：フィンランド 

【フィンランドで最初に驚いたこと】 

フィンランドで最初に驚いたことは街の

美しさです。 今住んでいるコトカには公園

がいくつもあり、ボランティア先の幼稚園付

近も緑がたくさんです。よく幼稚園周辺を

歩き、自然を見て癒されています。それに

街を歩いていてもゴミを見かけることがほと

んどありません。清掃員がいることや外に

設置されているゴミ箱の数が関係している

と思いますが、ポイ捨てをする人が少なく

ないとここまでキレイにはならないと思いま

す。歩いていて気持ちがいいです。 

10 月に入る頃、段々と気温が下がり紅葉が見られるようになってきました。これからどんどん赤みが増して綺麗

になるでしょう。冬にはどんな景色が見られるのか、と考えるととても楽しみです。 

 

【自分の考えが変わったこと(今これを頑張っています)】 

私のホストファミリーは母と息子 2 人(8 歳と 4 歳)の 3 人家

族です。ボランティア先は幼稚園で毎日子ども達と接するこ

とができる環境です。「ありがとう」や「ごめんなさい」を言うこ

とが出来ない子、好き嫌いが多い子にあれしてこれしてと言

っても、上手く伝えられないことが多いです。見て学んでもら

えるように自ら手本となるよう心掛けています。当たり前のこ

とですが、より自分にも身につける良い機会と思っています。 

 

 

【現地でのマイブーム】 

フィンランドでのマイブームは Kirpputori(フリーマ

ーケット)巡りです。屋外で開かれていたり、規模

の違いがあったりなど、その店の個性があって見

ているだけで楽しいです。 

Arabia や iittala の食器が置いてあるとじっくり見

てしまいあっという間に時間が過ぎてしまいます。

中には高価なものが置いてあるから面白く、他の

街に行った時には宝探し感覚で必ず訪れます。 

普段行動力のない私ですが Kirpputori 目当てで

いろんなところに行く機会を作れているので嬉しい

です。 

 

 

  

幼稚園に向かう途中の写真 

魚が美味しいです。 

マイブームなフリーマーケット 
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ICYE JAPAN では、海外からのボランティア生の受け入れも行っています。 

すでにプログラムを終えて帰国した来日生もいますが、2019年夏から日本で活動している

４名の来日ボランティア生の声をお届けします！ 
＊日本語訳は要約になります。ぜひ原文を読んでみてください！let’s challenge★  

 

I'm Sofie from Copenhagen, Denmark. I am 28 years 

old. I had a lot of fun during the introduction week 

with the ICYE staff. We were very busy, but were taken very well care of. 

My project is located in Kusatsu, Shiga, which I did not know anything about before I was placed 

here. However, I am very pleased with my placement and the project even though the beginning 

of the project was a bit tough because of language struggles and a bit of homesickness. But when 

I started working and got used to the new surroundings that quickly went away, and I am very 

happy here. Three days a week I work in a kindergarten with children aged 3-4 years and in the 

afternoon mon-fri. I am in an afterschool club for disabled children and teenagers. Both the 

children, parents  and the people at the project has been so welcoming to me and take great care 

of me. I have traveled in Japan before and was aware of many of the differences, so even though 

Japan is very different from Denmark, it has not been a problem. 

One of the best things about Japan is the kind and humble people 

and their willingness help me every way. 

In my free time I am exploring Kansai and go to see a lot of 

basketball with one of my Japanese coworkers and her daughter 

I have also joined a club here in Shiga where I get to meet 

Japanese people who want to improve their English. 

I look forward to continue my exploring of Japan and improving 

my Japanese. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デンマーク・コペンハーゲン出身の Sofie、28歳です。 

スタートの時、言葉の壁とホームシックで少し大変だったけど、今はプ

ロジェクトが好きでここにいられて嬉しいです。 

プロジェクト先は、幼稚園と障がい児の放課後クラブで、どちらも私を

受け入れ、とてもよくしてくれています。日本はデンマークと（それが

問題ということではなく）とても違います。日本の良いところの１つは、

親切でつつましい人々がいて、いつでも快く助けてくれるところです。 

これから続く日本での探検と日本語力を向上させることを楽しみにし

ています。 

Lisa Rosenfeld、18歳です。 

３カ月、広島でホストファミリーと暮らしていて、保育園のボランティアを

しています。布団で寝て、日本食を食べて…日本の家族と暮らすこと

で、スイスと全く違う新しい環境に馴染み、毎日少しずつこの国と日本

のおもてなしについて学んでいます。 

到着したときは基本的な日本語しかできないことが不安でしたが、周り

の人が私を助けてくれて、理解できるよう時間をとってくれて、何も心配

はいりませんでした。観光客で来るだけではできない、生活しているから

こそ、経験できたことがとてもたくさんあります。 
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My name is Lisa Rosenfeld and I am 18 Years old. I have been in Japan for 3 Months already, in 

Hiroshima. While staying in a host family, I do volunteer work in a nursery school. Having the 

opportunity to live in a family I could easily adapt in this new environment totally different than 

Switzerland. I participate in Japanese daily life, sleep on a futon, eat Japanese food very healthy 

and delicious, every day I learn a little more of this country and Japanese hospitality.  

My biggest fear when I arrived was not being able to interact because I only mastered the basics 

of the language. It was a huge relief for me to realize that everyone helps me and takes the time 

to understand me, there is really no need to worry about this because we always end up 

understanding each other and I was always helped when I felt lost. Japan has a wonderful culture 

and is filled with traditions that I find truly unique and while being in this Country, I really 

wanted to discover them. I always ask when I meet new people what they advise me to try or 

discover here and it led me to live fun adventures where I made friends with whom I intend to 

keep contact for a long time. For example, I went to see the kagura in autumn, theatrical dances 

telling Japanese legends, I also went to village festivals, I spent time with people of all ages, and 

I will keep many memories of everyone. There is so many things that I was able to live as someone 

living here that I couldn’t have experienced as a tourist.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I’m Anahí, 23 years old, from Switzerland! I was very well welcomed by ICYE members when I 

arrived in Japan and the introduction camp we had for 10 days was a very good way to start this 

journey and helped me to get familiarized with everything.  

My project was the HEART Tokushima project, I had to take care of dogs and cats in a shelter in 

Tokushima. Hosted in an apartment, I spent two months in this project before leaving to Kusatsu, 

Shiga, in another volunteer’s project, Tenki Mura, where I am taking care of children for one 

month. I will be spending my last three months in Nikko, in the Mainichi Christmas project, where 

I will participate in taking care of elderly people and children.  

I had to ask to change my first project, because it wasn’t a good match for me. I loved my first two 

months, had a good time living in Tokushima and enjoyed participating in the project, but 

unfortunately some aspects made me unable to picture myself staying in the project for six 

months. This unexpected turn allowed me to get to live in three different cities and to experience 

three different projects and I am very thankful for that.  

Getting used to Japan takes a lot of time because, besides the difficulty with communication, many 

things here are very different from my country, but at the same time I find it very interesting and 

therefore it becomes easy to get used to the culture. I still find some similarities between Japan 

and Switzerland, which makes it even more interesting. Besides the projects, going to museums, 

getting to know the cities, visiting places, meeting people and 

getting to know the culture is very fun and I enjoy it a lot. Back in 

Tokushima, I was able to go a few times to free Japanese classes 

offered by the International Tokushima Association and I enjoyed 

them a lot as well. People are very nice everywhere I go and I am 

very grateful for it.  

I am looking forward to start participating in the next project in 

Nikko, and I can’t wait to experience new things and learn more 

from this journey.  

Anahí、23歳、スイス出身です。 

徳島で動物保護活動、滋賀で子どものお世話の活動をして、これから

日光でお年寄りと子ども達ための活動をします。初めのプロジェクトから

変えることになり予想していなかったことだけど、3 つの違う町に住んで

3つの違うプロジェクトを経験できて感謝しています。 

日本に慣れるには、コミュニケーションの難しさや文化の違いからとて

も時間がかかります。でも同時にとても面白く、スイスと似ているところ

を見つけることもできました。 

次のプロジェクト活動がとても楽しみで、新しく経験すること・学ぶことが

待ちきれません！ 



 

13 

 

Newsletter Vol.176 

Hello, my name is Céline Uebler and I’m a 21 years old French and German women. Right now I 

am volunteering in a project in Japan in the prefecture of Yamaguchi, which is to help with the 

revitalization of this prefecture. In order to achieve this goal I am taking part in different local 

associations or events and usually staying in a host family linked with the project I’m helping. For 

example, during the last 2 months I helped in a bakery, in a bamboo forest, in an organic vegetable 

farm, in a pear business and at small events for children. 

How I am feeling in Japan : 

 Even if it can sometimes at first be a little bit difficult to communicate with the people I meet, I 

really enjoy my stay in Japan. My host families are always extremely nice and welcoming people 

that make me feel at home quickly. I also always have really interesting discussion with them, 

about cultural stuff, but also their life and thoughts. 

Differences with France : 

 Loads of things (laugh), but I would say that what strikes me the most is the way of interacting. 

Japanese people tend to be more shy at first and are not so keen to say their opinions or to 

disapprove other people right away, what happens all the time in France. Also, the people in Japan 

tends to speak in a more quite voice and to apologize a lot more than I’m used to. On the other 

hand, people will usually pay attention to others and notice small changes or unusual acting really 

fast and ask about them.  

On other thing what I wasn’t ready for, is the fast-paced lifestyle of Japanese people, which are 

literally always busy or doing something like working, going out, meeting people, buying 

something…. Contrary to France, where people always try to have at least a few hours per day or 

per week of personal time, I don’t feel like people have a lot of time for themselves here, and maybe 

even doesn’t whish so much of totally free time. 

Favorite thing in Japan :  

The food. I literally fall in love with Japanese food! It is very 

varied ; I’m still discovering a new dish almost every day and I 

still didn’t found anything I don’t like x) The people I stay with 

are also always really good cookers! 

Most great/exciting/sad/moving… thing so far :  

The most moving thing I experienced so far is perhaps when I 

have to leave a host family in which I stay. I’m always so busy 

in Japan that I never notice it before I leave them, but I get 

really attached to these families. Even when I know I will meet 

them again in a few weeks, I always feel extremely sad and 

nostalgic when I have to leave, as if I would abandon my own 

family. 

 

 

 

 

Céline Uebler、21歳、ドイツ系フランス人です。 

山口で地域活性化活動のボランティアをしています。これまでの 2 カ月では、パン

屋、たけのこ農家、子ども向けイベント等の活動をしました。 

 はじめはコミュニケーションの難しさ少しを感じていましたが、日本での生活を楽し

んでいます。ホストファミリーはいい人たちばかりで、すぐに「家だ」と感じさせてくれま

す。文化の違いや人生、考えについて話すことがとても楽しいです。 

 日本とフランスの違いはとてもたくさんあります。日本人はシャイで、自分の考え

や反対意見をあまり言いません。（フランスではいつも見かける光景です。）いつも

何かをしている（仕事や外出や買い物等々）ライフスタイルもフランスと違います。 

日本で1番好きなものは、日本食です。ほぼ毎日、なにか新しい料理に出会って、

嫌いな食べ物はありません！ホストファミリーと離れるときは、それまで忙しくしてい

て気づかなかったけれど、とてもさみしい気持ちになりました。 

来日ボランティア生の受け入れをしてみませんか？ 

個人の方、団体・法人さま、大歓迎です！ 

お問い合わせは incoming@icye-japan.com 担当：又吉まで 
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はじめまして。ICYE ジャパンでインターンをしている佐藤希帆です。 

私は今年二月、滋賀県で行われた来日生の最終キャンプに、行

ってきました！今回はその時の様子について少し書かせていただ

きます。 来日生の最終キャンプとは、世界各国から、ボランティ

アとして日本で活動してきた方々のまとめ・締めくくりの機会として

設けられているものです。 

キャンプでは、派遣先での活動や過ごし方、周囲の環境や、日本

ならではの体験など、たくさんの出来事を振り返って、気づきや感

じたことなどを議論しました。 

言語も文化も気候も、何もかも違う異国の地で半年～1 年という

長期間にわたって挑戦し続けてきた彼女たち。尊敬です。 

 

キャンプでは、来日ボランティア生の活動の振り返り以外に、教育

施設でのボランティア体験もさせてもらいました。そこで、来日生

と小さな子どもや障害をもった子たちとのふれあいを見て、とても

感じることがありました。私たちは今まで、小学校から敬語や英語

を勉強してきました。そして、私は大学生になった現在も、就活に

有利になるからと英検や TOEIC の点数ばかり気にしてしまいます。

しかしそれは、言語をツールとして学ぶ意味や、コミュニケーショ

ンの本質を見失っているように感じました。子どもたちを見ている

と、ただ笑顔と優しさ、素直さがあれば、男女のぎこちなさや日本

人と外国人の壁も、大したことはないように思えました。 

 

三日間のキャンプが終わったあとは、その足で大阪に向かいまし

た。毎年開催されるワンワールドフェスティバルに出展するためで

す。ここでは私たちのことを知ってもらうチャンスなので、来日生

たちも参加して一緒に頑張りました。来日生は、日本語を話すイ

ンターンと一緒に ICYE の理念の説明にトライしてみたり、日本の

学生達と英会話をしてみたり。彼女たちの魅力でたくさんの人た

ちを引きつけてくれて、大活躍でした！ワンフェスは大きなイベン

トなので、様々な分野で国際社会の問題に取り組んでいる他の

団体も多く出展しています。身近な社会問題に気づき、自分の

ライフスタイルを見直すきっかけにもなると思うので、興味がある

方もない方も、次回は大阪までお越しください！ 

 

最近はコロナで世界が遠ざかっているようで、日本もどんどん縮こまっているように感じます…。でも、コロナに負

けるな！こんな時こそ世界は一つ。今回の来日生を通して私にとって少し親しみがわくようになった国も、苦しん

でいます。こんな時だからこそ、世界の友達と励まし合い元気づけあって乗り越えましょう。 

佐藤希帆 

 

  

来日キャンプ in 滋賀 &  

ワンワールドフェスティバル in 大阪 

ディスカッション記録！ 

たくさん意見交換しました。 

教育施設でのボランティア体験 

みんなで豆まき👹！ 

ワンワールドフェスティバル 

来日ボランティア生の協力もあって大盛況！ 

☆来日生たちの描いた文章は 11～13ページに載っています！ 

インスタにも彼女たちのメッセージやキャンプの様子がたくさん載っているので 

是非チェックを！！ 
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初めまして！2 月からインターンとして働いています、トミー

です。本当は 3 月いっぱいで終わりだったんですけどご縁があ

ってインターン続けています。なにを書こうかなあといろいろ

悩んだんですけど、インターンで経験したことを書いていくこ

とにしました。インターン中は主に翻訳作業やっていました

ね。ホームページ最近新しくなったじゃないですか？あれ僕と

もう一人のインターンのうめけんと英語の書類訳したんです

よ！（打ち込んだのはまた別のインターンの方なんですけどね

笑）僕元々リーディング大っ嫌いなんですけど頑張りました。

そしたらですね、IELTS のスコアがリーディングが一番高くな

っていてびっくりしました笑。正直翻訳作業はあんまり面白く

はなかったんですけど、事務局長のりなさんとか他のインターンと会議という名の雑談はとっても

面白かったです、みなさんキャラが濃いもので笑。ただ一つ残念だったのはオリエンテーションキ

ャンプが中止になったことですね…。本当に迷惑なウイルスです。なにはともあれ健康第一です

ね。世界が大変なことになっていますが、なるべく早く収束してくれることを願うばかりです。な

んだか暗い終わりになってしまいましたが、コロナに負けず頑張っていきましょう！ 
 

こんにちは！！インターン生のうめけんこと梅田健太郎です。

今年の 2 月から ICYE ジャパンで働き始めて早いもので 2 か月が

経ちました。色々な仕事をして、様々な人と出会い、とても充

実した 2 か月を送ることができたなと感じます。「春休みだし

何かインターンでもやってみようかな」と軽い気持ちで応募し

たのが昨日のようです。 
ICYE ジャパンでのインターン活動を通して学んだことを一つ挙

げると、他人と意見を交わすことの大切さです。私は自分の考

えていることを人に伝えるのが下手で、ディスカッションなど

の大人数で喋る空間が苦手でした。「自分がどう思うか」より

「他人がどう思うか」を意識していました。ですが ICYE ジャパ

ンでは話し合いを行う機会が多く、数十分のミーティングのつ

もりが気づいたら 1 時間くらい話していたということもざらに

あります（主に話の脱線のせい）。トミー含め他のインターン生や莉奈さんと話をしていると、他

人の意見は自分の視野を広げてくれるし、自分では思いつかないような斬新なアイデアはとても勉

強になるなと感じます。なので、これからも頑張って色々喋っていきたいと思っています！笑 
長くなりましたが、とても良い環境で、刺激を受けて仕事ができています。大変な世の中ですが、

自分のできることを精一杯やってこれからも頑張ります！！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ICYE ジャパン事務局では、新たなインターンを迎え

て、HPのリニューアルや SNS 更新等行っています。 

今回は、新インターン２人の声をお届けします。 
事務局だより 

新インターン２人の活躍もあって 

HP がリニューアルしました！ 

ぜひチェックしてみてください♪ 

新 HP：https://www.icye-japan.com/ 
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「緊急事態宣言」をうけて  

世界各国緊急事態宣言や外出禁止などの措置を取り始めて２−３ヶ月が経とうとしております。未だ

感染者数は増え続け、様々なニュースが毎日飛び交っていますが。 

このような緊急時に突如として社会問題は現れるはずはなく、今が特殊な時期だからこそ如実に問

題の一端が顕在化しているのが現状なのでしょう。「今の問題」にはそうなった理由がある。現状

の背景に目を向けることがとても大切ですね。 

特定の人種、地域出身の人々に対する差別。国の責任逃れ。国の強制力に乗じた暴力。住む場所を

失った人々。明日の生活の糧を失った人。今日見たニュースの背景にある社会問題を解決しようと

日頃から尽力してきた方々への感謝と共に、共感の声をあげること、声援を送ること、規模は関係

なく行動することの大切さを改めて感じています。 

ICYE の事業は多国間を人が行き来することによって成り立っており、それが制限された今各国程度

の差こそあれ多方面から影響を受けていますが、私たちはこの時期を乗り越えられると信じていま

す。嵐の間は雨宿り場を分けてあげ、嵐がすぎたら雨に濡れて震えていた人の上に屋根を作りに行

きましょう。 

【事務局長 又吉 莉奈】 

 

 

 

【新型コロナウイルスの ICYE 対応について】 

世界中で感染が拡大し、多方面で私たちの生活に影響を与えている新型コロナウイルス感染拡大防

止措置として、ICYE 日本委員会（ICYEJAPAN）は４月初めから事務所を閉鎖し、スタッフ、インタ

ーン共に在宅にて勤務を続けております。また海外派遣中の ICYE 派遣生は派遣国も様々、状況も

様々ですので、ケースバイケースで対応しております。１名残っておいる来日生も岐阜で元気にプ

ロジェクトに取り組んでおります。 

現在 ICYE 連盟全体でも各国の情報を共有しつつ、各国でボランティア生の健康と安全が保たれるよ

う全力で取り組んでおります。 
 

 

 

 
週に 1 度のオンラインミーティング。 

顔を見ながら話をすると、離れていても繋がり合える 

ことが実感できます。 

編集後記 

３月後半、在宅の作業に向けて事務所で話し合い、片付け掃除をして、みんなで早めの退勤をして。

在宅での作業になる不安よりも、事務所でみんなに会えなくなる寂しさの方が勝っていたことをよく

覚えています。今はその頃よりも事態は深刻化していて、目に見えないくらい小さなウイルスを前

に、人の無力さを実感せざるを得ません。でも同時に、人と人との繋がりが大きな力を生むことも実

感しています。編集しながら、世界の国々に思いを馳せては、現地と繋がれるような、そんな気持ち

になりました。このニュースレターは、みんなが全く離れ離れになってから編集を始めました。協力

し合って完成できたこと、素敵な仕上がりになったこと、「今だから伝えられること」を記事にでき

たことを嬉しく思います。協力してくださった皆さん、ありがとうございました。 

このニュースレターで、少しでも日本各地・世界各地への思いのつながりができますように。また、

一日でも早く、実は当り前じゃなかった日常が戻ってくることを祈りながら。(4/20 インターン Ayaka) 
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