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Newsletter from Tanzania  

金城 未来 さん（2018 年 8 月から 6 か月間） 

 

Hamjambo! Habari zenu? Jina langu ni Miku 

ninatokea Okinawa! Kwasasa nipo Tanzania! 

(みなさんこんにちは！お元気ですか？沖縄出身のみく

です！現在タンザニアにいます！) 

    ここへ来て約 2 ヶ月が経ちました。書きたいことは

山ほどありますが、今回は私が活動している場所の紹介

と 1 日の流れ、今思うことなどを書きたいと思います。 

    まず私の活動しているEMFERDという施設ですが、

モロゴロというたくさんの山々に囲まれ、空気の澄み渡

った、自然豊かな場所にあります。この施設には、障害

をもって生まれたがために親に捨てられた子ども達や、

親が障害をもっていて子どもを育てることが困難なた

め、ここで暮らしている子ども達などが計 17 人います。

年齢は 1 歳から 12 歳で、5 人のケアテイカー(子ども

達の世話をする人)と共に暮らしています。施設内には保

育園もあり、平日朝 8 時頃からお昼 3 時頃まで施設外

から来る子ども達もあずかっています。私の主な仕事は施設内の子ども達に勉強を教えること、子

ども達と遊ぶこと、ケアテイカーのお手伝い(料理、そうじ、洗濯など)をすることなどです。 

 

    私の 1 日は朝 6 時半に起き、子ども達とラジオ体操をすることから始まります。その後に朝

食をとり、8 時半頃から子ども達に勉強を教え始めます。近くの小学校へ通っている子ども達もい

ますが、障害をもっていて学校に通えない子ども達は、この施設内で勉強をします。約 10 人に簡

単な計算、アルファベット、英単語、折り紙、色ぬり、歌、時々日本語を教えています。一人一人

レベルが違って、文字を書くことが困難な子もいれば、簡単なたし算ができる子もいるので、その

子に合ったレベル、やり方で教えるよう心がけています。できなかったことが少しずつできるよう

になっていくと、私も嬉しくなります。子ども達は勉強が大好きで、毎日勉強したい！と私のとこ

ろへ言いにきます。 

勉強した後は、ケアテイカーのお手伝いをしたり、保育園の子ども達と遊んだり、子ども達の破

れた洋服や靴を直したりして過ごします。お昼ご飯の後は基本的にフリーなので、自分の洗濯物を

洗ったり、近くの図書館へ行きスワヒリ語の勉強をしたりしています。食事は、朝はパン、バナナ、

ティー、昼はウガリ、豆、野菜、夜はお米、豆、野菜が基本です。時々、肉、魚、キャッサバ、さ

つまいもなども食べます。週末はフリーなので、ここで出会った友達と一緒にハイキングやキャン

プをして過ごします。この施設に来てすぐに、1 人のドイツ人と出会いました。その人の紹介でコ

ウモリの研究をしているマルタ人と出会い、このマルタ人の紹介で日本語を勉強しているタンザニ

ア人に出会いました。みんなでキャンプへ行った先で、近くの大学に通っているアメリカ人と出会

い、その人の紹介で別の大学で教師をしているカナダ人に出会いました。小さい町ですが、こうや
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って世界中から異なった理由で集まってきた人々

と、次々に出会えて驚いています。週末は彼らと

一緒に過ごすことを楽しんでいます。 

    私がこのプログラムに参加したのは、小学生の

時に学校で見たビデオがきっかけでした。そこに

は、学校へ通う代わりに毎日働かなければならな

い子ども達の姿が映っていました。それから、貧

しいことが理由で勉強ができない子どもたちの手

助けができたらいいなと思うようになりました。

また、他の理由として、私はもし他の国で生まれ

ていたら、どのような暮らしをしていたのだろう

と考えることがよくあり、外国文化にとても興味があります。旅行ではなく、現地の人と同じよう

な暮らしをしてみたいと思っていたので、「骨の髄まで現地人」をキャッチコピーとしていて、日

本人 1 人のみを派遣する ICYE さんのプログラムは私にピッタリだと思い、参加させていただき

ました。 

    ここでの生活で不便を感じることは特にありません。食べるもの、着るもの、気候、景色、音

楽、手で食べること、洗濯物を手で洗うこと、そしてフレンドリーな人々、大好きです。最近は、

心の底から笑うことが多くなってきて、子どもたちが無邪気な笑顔でハグしてくれたり、小さい子

ども達が私の腕の中で眠ってくれたりすることに幸せを感じます。毎日子ども達からパワーをもら

っています。 

    このような素晴らしい経験をさせていただいて、いつも応援してくれている家族、友達、施設

の方々、そして ICYE さんに感謝しています。残りの 4 ヶ月、全力で楽しむことを忘れずに過ご

していきたいです。最後まで読んでいただきありがとうございました！また次のニュースレターで

お会いしましょう！Tutaonana! (またね！) 

 

 

Newsletter from Finland  

原井 綾子 さん （2018 年 8 月から 1 年間） 

 

 

フィンランドの英語幼稚園でボランティアを

始めて 2 ヶ月が経ちました。私の園では園内共

通語が英語で先生たちの会議も英語、保護者と

のやりとりも基本英語です。子どもはハーフの

子で家庭でも英語を使っている子は英語、1 番

年上のクラスの子は英語を話しますがほとんど

の子はフィンランド語を話します。 

フィンランド語も英語も苦手な私には最初に

子どもと仲良くなるきっかけが難しく、フィン

ランドの子どもたちはとてもシャイ。興味はあ
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るけど様子を伺っていることが続きなかなかうまくコミュニケーションが取れず苦戦しました。 

でも今では私の名前を呼んで遊びに誘ったり、今まで英語を喋らなかった子が「me see stop! you 

stop!」と日本でいう“だるまさんがころんだ”のルールを一生懸命伝えてくれたり、英語が喋れ

ない子もハサミが欲しいならハサミのジェスチャーをして私はフィンランド語でハサミの単語を

覚え、その子は英語のハサミの単語を覚えることができました！ 

このように簡単な英語やジェスチャーを使いながらやり取りをして幼稚園でボランティアをして

います。分からない時は英語が上手な子や先生に「なんて言ってるの？」と聞いたりしています。  

フィンランドといえばなんといってもサウナですが、この前子どもたちと森に出かけた時、積ま

れた石を見て子どもが「サウナだ！」と大盛り上がり。 

水をかける真似をしてスチームが出た！熱い！！とサウナごっこを楽しんでいました。 

サウナは子どもたちにとっても身近な存在です。 

 

 

News Letter from Denmark 

柴田 ちひろ さん （2018年８月から 6 か月間） 

 

はじめまして！2018 年 8 月から 6 ヶ月間の派遣生としてデンマ

ークに滞在している柴田ちひろと申します。デンマークに着て、もう

少しで 2 ヶ月を迎えようとしています。 

私は、日本の住宅会社で建築士として働いています。小さいころか

ら、デザインや建築が大好きで、ステキなデザインが日常から根付い

ているデンマークに憧れがありました。これもまた、私がデンマーク

を選んだ理由の一つです。そして、もう一つ理由があります。それは、

なぜデンマークは「世界一幸せな国」として知られているかです。こ

の答えを現地の方たちと関わりながら生活をすることで、「どんな日

常を過ごしているのか？どんな働き方をしているのか？」などなど…

旅行では絶対に見つけられない答えが見つかるのではないのかなと

思い ICYE ボランティアに参加しました。 

ボランティア先は、Fadl's Børnehave という 3 歳から 6 歳までの 25 人

程の子供たちが通う幼稚園です。幼児教育の先進国であるデンマークで子供た

ちは、幼稚園でどんな時間を過ごしているのか興味がありました。そして、単

純に子供が好きということで、幼稚園のボランティアに決めました。ボランテ

ィア初日、とても面白いことがありました。それは、私の予定が決められてい

ないということです。日本だと「この時間にこれをして、あれをして…」など、

やるべきことが決められていることが多いのですが、「特に予定はないから、

自由にしたいことしていいよ！」と言われました。与えられた仕事をスケジュ

ール通りにこなしていくのではなく、仕事を「自分」で見つけるという働き方

は、仕事をもっと楽しくさせるものだと感じました。ボランティアの仕事内容

としては、子供たちと遊んだり、掃除をしたりしています。ですが、これも特

に指示があってしている訳ではありません。私はよく昼食後、先生たちが子供
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の面倒を見ている時に掃除をします。すると、先生は「仕事が早いね！」

「ありがとう！助かった！」と声をかけてくれます。 

子供たちとは、一緒に絵を描いたり、砂遊びをしたり、三輪車に乗った

り、LEGO を作ったりしています。最近は、折り紙ブームで毎日のよう

に沢山の種類の折り紙を作っています。言葉は通じませんが、子供たちと

一緒に同じように遊んで楽しんでいます。また最近では、子供たちがデン

マーク語を教えてくれます！そして、子供たちもジェスチャーを使って、

私に何かを伝えようとしてくれます。そんな子供たちの成長の発見もとて

も楽しいです。 

英語が十分ではないまま来た私は、デンマークに着いてから早々、英語

が聞き取れない、言いたいことが言えない、どう関わったらいいのか…と

いう状態でした。ですが、勇気を出して１人のボランティアスタッフに伝

えると、他のボランティアスタッフにも話してくれ、気にかけてくれまし

た。この時感じたことは、「伝える」ことの大切さです。１人で抱え込んでは、何も解決しませんが、伝える事

で何かが変わるということです。また日々の生活で、「今日も出来なかった…これも出来なかった…」と出来な

いことばかりに目が向いていた私に、ホストファミリーは、「新し

い文化、家族、言葉、場所…何もかもが新しい。出来ないのは当

たり前。それにみんなちひろの完璧を求めてないよ。ここに来て

いるだけで、すごいことなんだよ。」この言葉ですごく救われまし

た。そして、日々の生活でも「幸せは、用意されるものではない。

だから、毎日を積極的に、創造的にする事で必ず素晴らしい一日

なるよ。」と教えてくれました。疲れたな…と感じた時は、ホスト

ファミリーが教えてくれた言葉を思い出して、積極的に創造的に

過ごすようにしています。そうすると、そんなネガティブなこと

も忘れて一日が終わっています。 

デンマークはとてものんびりとしていて、働く時間とプライベートの時間のバランスの取り方がとても上手だ

なと思います。仕事以外に自分のための時間を作ることの大切さを感じています。ここへ来て 2 ヶ月経っていま

せんが、既に沢山のことを学んでいます。残りの約 4 ヶ月、どんなことが待っているかワクワクしています！ 
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Newsletter from Uganda 

石崎 陸 さん（2018 年 8 月から 6 か月間） 

 

2018年8月からウガンダに滞在している石崎陸と申します。

人生の中でウガンダは 2 回目、ワークサイトの孤児院に訪れる

のも 2 回目です。 

 

首都カンパラから約５時間。なぜそんな所で活動するのか。そ

れは、『安全な水の確保も難しく、十分な食料もない中で、夢を

見ながら目を輝かせて生きる子供達から“生きる”を学ぶから』

です。子供達が精一杯夢を追いかけられるように活動を続けてい

ます。また、一過性のボランティアではなく、持続可能な活動の基盤を構築しています。ICYE は現地パートナ

ー団体として支援してくれているので、ボランティアのプログラムとは別ですが、具体的には、孤児院に養鶏場

を併設し、経済活動がどのように成り立つかを学べる人間教育的な場を設けています。 

 

 

発展途上国には課題がたくさんあることは間違いありません。そ

の中でも、互いを信頼する大切さと難しさを学ぶ必要があります。

もちろん、全く違う文化背景を持つ人と活動をすると騙されたり

することが日常茶飯事です。しかし、人を非難することは全くの

無益です。彼らなりの正義を認めなければならないのです。予想

外なことが起きても憤慨しないようなマインド、そして予想の仕

方をしなければなりません。私が意識するのは、国際支援ではあ

りません。国際協力です。 

 

何かをしてあげるという自文化中心主義的な考えは文化に優劣がある

と考えているからでしょう。私は決してそうは思いません。学費が払え

ずに学校にいけなくても、夢を追いかけて落ちていた紙切れと炭で勉強

をする。そんなひたむきな姿から日本人が学ぶべきことが沢山あると思

います。 

 ここウガンダに滞在していて、よく葛藤することがあります。私はボ

ランティアとして派遣されてきました。しかし、彼らから学ぶことが多

く、自分の情けなさに気づかされます。そして、孤児院にい

る子供達が協力しあって自立していることがよく分かりま

す。ボランティアである私の仕事は、彼らのすべきことを取

って代わることなのか。取って代わったとしても、私が不在

になった時に彼らが感じる虚無感や喪失感は有害なのでは

ないか。そんなことをよく考えます。自分なりの、自分にし

かできないこと。これを探すことに苦労することがあります。

これは貧困問題を非常にミクロな視点で見た感想です。自分
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が達成したことに満足感を覚えて、彼らが必要としていなくても、やったつもりになる可能性があります。自分

の活動の成果を目にしたい、そんなのはエゴです。そうすると、マクロな視点で貧困問題を考える必要も出てき

ます。東西冷戦後の資本主義社会、大量消費社会の暴走。貧困地域に来た私も、搾取によって作られたであろう

大量生産型の安い服を着ているのです。なんという矛盾でしょうか。活動にきた私も、貧困の加害者です。そん

なマクロな視点からも、今自分が何をすべきか、何を選択して生きていくかを学んでいます。 

 大切にしていることは、やはり自分の足で出向いて行動する

こと。そして、焦るのではなく急ぐこと。リスペクトの心を持

ちながら、少しずつ前へ進むことが大切だと身に染みて感じま

す。 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

Newsletter from Finland 

大村 景子 さん（2018 年冬から 1 年間） 

 

Moi! Mitä kuuluu? Minä asun Suomessakymmeneskuuk

autta! Nyt on talvi ja kylmä joka päivä.  

日本を離れて 10 カ月が経ちました。8 月にホストチェンジとボ

ランティア先の移動をして、私のボランティア生活の後半戦が始ま

りました。今のホストファミリーには小学生と中学生の子供たちが

いるおかげで、家の中でもフィンランド語に触れる機会が格段に多

くなりました。言葉の面以外でも、共働きで子育ての大変さもひっ

そりと学んでいます。“ボランティア生”であるため、どこまでホ

ストたちと接して（お手伝い等）いなければならないのか、部屋で

休んでいることは職務放棄とみなされてしまうのか、など考えてし

まい未だ完全にリラックスした生活を送れることは無いですが、そ

れでも今のホストファミリーは優しくて面白いので以前よりも楽しく毎日を過ごすことが出来て

いて嬉しいです。 

 

ボランティア先は幼稚園から小学校に移動しました。今は 5

年生のクラスとたまに 4 年生のクラスにいます。小学校も、

幼稚園に比べて子供たちの語彙が多く、授業も聞ける為、四六

時中フィンランド語に触れることが出来て幸せです。とはいえ、

学校にいる先生たちの様にフィンランド語で満足に教えるこ

とはできないので、大抵は教室の後ろで座っています。座って

いるだけでは何のために来ているんだ！と思うので、授業で出

てきたフィンランド語を調べたり、先生のお手伝い（丸付け、
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印刷等）をしたりしています。先週はほとんどの時間をピカチュウの名札作りをしていました。名

札を失くしてしまった子のためにピカチュウ（画用紙で工作）に名前（英字と平仮名）を書いて渡

したら、近くの席の子がそれを見つけて「私にも作って」というのが伝染し 10 個くらい作りまし

た。さりげなく“ピカチュウ”と“平仮名”で「日本」の爪痕を残そうという作戦です。 

他にも、今まで 5 回くらい日本についての授業をやらせてもらいま

した。低学年には折り紙の犬、高学年では鶴やピカチュウを教えた

り、平仮名の五十音図を作って、平仮名の読み書きの授業を行った

りしました。平仮名を書いてくれるのを見て嬉しくなってしまうの

は、やはり生まれ育った国の文化を異文化の方が楽しんで触れてく

れるからなのですかね。個人的に気に入っているのは、「じゃんけ

ん」と「あっちむいてほい」を教えたことです。フィンランドにも

kivi（石）sakset（鋏）paperi（紙）はありますが、「あっちむいてほい」など子供の頃遊んだじ

ゃんけんを使った遊びがありません。「何か日本についての授業やって」というアバウトな依頼ば

かりで自由だからこそ、子供たちが楽しんで、尚且つ私が帰った後も流行って残ってくれるものを

自分から発信しています。以前から、ボランティアとして先進国であるフィンランドに来ているか

らこそ何をするべきなのかを模索していましたが、今の私の答えは「私と出会った彼らの中の

Japani を大きくする」という目的の手段として、「私が帰った後も残るもの」を生み出すことな

のかもしれません。その上で最も重要なのは彼らと仲良くなることです。未だ彼らのフィンランド

語を完全に分かることはできないし、私も思ったことを

全て言えるわけではないですが、彼らと仲良くなりたい

という気持ちと頑張りと雰囲気で乗り越えています。今

では、名前も分からない子供たちから「Moi! Keiko!」と

声を掛けられたり、5 年生の子達には「帰っちゃダメ」

「一緒に連れてって」「空港着いたらすぐ戻ってきて」

と言ってもらえたりしています。2 か月後の最後の登校

日のことを今考えても泣きそうなので、考えずに今や

“日常”となった“普通”の日々を楽しむことにしてい

ます。 

 

私のフィンランドに来る最大の目的であるフィンランド語に

ついてですが、9 月からフィンランド語の授業に通い始めまし

た。フィンランドは新学期が 8 月からのため、来た当初だと半

分以上進んでいるので入ることを断念していました。私なりに

その間コツコツとフィンランド語をゲットしていたおかげで、

せっかく受け始めたフィンランド語の授業が簡単で予想より得

るものが少なく焦っています。その為、空き時間に教科書を自

分で進めている状態です。日本で生活していた時に比べ圧倒的

にやるべきことが少ないので、なんとなく勉強したいと思った

らしようというスタンスのおかげで無理なく進められています。

紙の上で学んだことと実際に会話で使えることは別物なのでそ
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こに苦戦しています。個人的には、フィンランド人の話していることの中の知っている単語だけを

拾い、自分で勝手に想像してなんとなく理解することが殆どです（簡単な会話では完全に理解でき

ることもあります）。その為、私的にはまだまだフィンランド語は話せないと思いますが、久しぶ

りに会った知り合いや、小学校で授業をした後に先生から「フィンランド語上手だね」「全部フィ

ンランド語で授業していたね、すごい」等のお褒めの言葉をよくいただきます。10 カ月で、尚且

つほとんどを英語で教えてもらっているので、その割には話せるほうなのかなと思っています。 

 

帰国まで 2 カ月を切り、帰国してからのことや将来のことについても考え始めています。ここ

での生活では、考えなければならないことや自分を纏っていることが格段に少ないので、良くも悪

くも色々考えています。帰国までにしなければならないこと、やり残したことは無いか等も考えて

いる為ある意味忙しいですが、日本に帰ったときに「私はやりきった」と胸を張って進んで行ける

ように、残りの日々も頑張りつつ楽しんで過ごしていきたいと思います。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

【編集後記】 

ＩＣＹＥでインターンをしている堀之内と申します。今回、皆さんのニュースレターを編集させていただきまし

た。皆さんのボランティア内容は様々ですが、今まで派遣生のみなさんが持っていた価値観や固定概念にとらわ

れず、一生懸命現地の人々と交流する姿が伝わってきて、心から応援したいという気持ちでいっぱいになりまし

た。現地で何かをしたい、してあげたいと思ってボランティアにのぞんでも、現地の人から与えられることや学

ぶことが多くて、落ち込んだという声を多く聞きますが、逆にそこまできちんと自分のボランティアに向き合っ

ていて私は素晴らしいと思います。自分は無力かもしれない、とは決して思わずに現地の人との時間を大切にし

てたくさんの事を学んでいってください。 

 

                       ICYE ジャパンインターン 亜細亜大学 4 年 堀之内麻友 
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★★★最新情報★★★ 
★ICYE ジャパン LINE@に登録してボランティアプログラム最新情報を Get しよう！ 

 

 

 

     

★Facabook,twitter,Instagram で派遣国、プログラム、国際イベント、国内ボランティアなどいろんな情報発信中!!!! 

Follow us!!!! [ICYE ジャパン/icyejapan]で検索♪ 

★ICYE ジャパンでは来日生サポートなどを行う国内ボランティア生（コーワーカー）を随時募集しています！ 

海外に行く前に日本に来た来日生のサポートボランティアを行ってみませんか？ICYE 来日生日本中で、ボラン

ティア、インターン活動をしています。 

今年は特に広島、徳島、栃木、愛知、滋賀県で来日生のサポートを行ってくれる方を募集して

います！詳細は↑上の“LINE@“からメッセージください！ 
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“世界 40 カ国で海外ボランティア・インターンシップ” 

特定非営利活動法人 国際文化青年交換連盟日本委員会（ICYE ジャパン） 

〒169-0074 東京都新宿区北新宿 1-7-21 高澤ビル 901 

Tel / Fax 03-5389-5041 

E-mail office@icye-japan.com 

HP http://www.icye-japan.com 

 

 Facebook: icyejapan  Twitter: @icyejapan  Instagram: rinaicyejapan 
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