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Newsletter from Finland  

磯 杏子 さん（2017 年 8 月から 1 年間） 

 

 

 

 Hyvää uutta vuotta!（明けましておめでとうございます） もう 2 回目のニュースレターの時期になっ

たのかと思うと時の流れの早さを感じます。前回の

ニュースレターで、次は極寒のフィンランドをお届

けしますと言っていましたが、そんなに寒くなかっ

たなというのが正直な感想です。私が住んでいる所

がフィンランドの中で南の方なのでそう感じたの

かなと思います。北の方のラップランドに友達と旅

行に行ったときは－20℃という今まで経験したこ

とが無い寒さだったので「これがフィンランドの本

当の冬だな」と感じました。昔は私が住んでいる所

も今より気温が低くて雪も沢山降っていたのに、最

近は中々雪が降らなくて気温もあまり低くならな

いと周りのフィンランドの方から聞きました。日本

でも異常気象がたびたび起きていますが、フィンランドでも同じようなことが起こっているのだなと知り、改め

て地球温暖化の影響はどこの国も受けているということに気付かされました。幼稚園では年長さん（Senior 

class）から年中さん（Junior class）と年少さん（Toddlers class）のクラス担当に変わりました。全く雰囲

気が違うなと今のクラスに移動してきて感じました。違うクラスに行くことで、先生と子どもの関わり方にも

色々なパターンがあるということを実際に見て感じることが出来て、とても勉強になります。私のボランティア

先にフィンランドの大学から実習生として来ていた日本人の方と一緒に JAPAN WEEK を作り、一週間の間で

日本についての紹介やお箸の使い方を教え

ることが出来たのが自分の中で大きな出来

事でした。帰国する前に集大成としてしよう

としていたことですが、それよりも早く出来

たので、これからも引き続き日本を紹介する

活動をしていきたいと思います。 

一人の先生と会話をしていた中でその先

生が「私は少し大きい子達の方が自分で考え

て行動したり発言したり出来るから、その子

達に沢山のことを教えるのが好きなの」と言

っていて、自分はどの年代の子達と関わるの

が一番好きなのだろう、なぜその年代の子達

と関わるのが好きなのだろうと考えました。

私は、昔から自分より年下の子の面倒を見るのが好きでした。年の離れた妹がいるのでよく妹の世話を焼いてい

たことを覚えています。おそらく小さければ小さいほど守らなくてはいけない存在と思い、たくさん愛情を注い

であげて成長させてあげたいと自分が思っているのではないかなということに気付きました。最近このようなふ
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とした会話から深く考える、ということが増えてきました。今までは聞き流していた会話も、それってどういう

意味なんだろう？その背景にあるものは？と自分の中で問いかけています。答えを出すことは中々難しいけど、

考えることが意味のあることだと思い、出来るだけ沢山の情報を取り入れるようにしています。日本にいないか

らこそ気付くこともあって、そんな時にフィンランドに来てこの視点を身につけられるようになって良かったな

と思います。残りのフィンランドでの生活もあと半年を切りましたが、沢山のことを考えて行動して悔いのない

時間を過ごしていきたいと思います。 

 

 

 

Newsletter from Brazil 

富樫 琳吾さん（2017 年 8 月から１年間） 

 

 早い。早七ヶ月。クリスマス(natal)のショーをやって、卒業式をやって、legato は夏休みに入

りました。1.2 月丸々お休みです。その休みも今週までで早くみんなに会いたい反面ちょっと緊張

もしていて、俺もダラダラとなにしようか考えていたら現地の icye の方から「ダメー！働けー！」

と言われ、もう一人だけいた同期の派遣生と同じところに行きました。児童館みたいな感じの所で

した。遠いし、電車に乗らなくてはいけず、朝早くて、(と言っても 7:30 くらい)先生とうまく会

話が続かない話してくれないこともありましたが、子供達は可愛かったです。それだけでも良かっ

たかな。あとブレイクダンスのバトルに出てきました。特に賞とかもらったことはないけど俺のム

ーブを見ればみんな声を掛けずにはいられないだろうっていう根拠のない自信は間違ってなかっ

たみたい。そこで出来た友達とよく一緒に練習しています。ダンサー、居心地いいです。最高でし

た。話は変わりますが、ブラジルでボラ

ンティアや就労のビザは取るのが非常

に面倒らしく、学生ビザになるのですが

それによってポルトガル語の授業が大

学で最低半年間週一であります。面倒だ

からとサボっていたらきっちり事務所

に呼び出し食らったので、もしブラジル

長期考えている方いらっしゃったらお

気をつけください。最近よく、自分はま

だ精神的に子供なのだなと思います。好

きな事しかしないし、よく自分に言い訳する。いくら正論を組み立てたってそれを実行出来ない。

「ボランティアで来ているのだから」とかごもっともなのですが頑張れないもんは頑張れない。行

く前にいろんな人に「成長した姿が見られるのを楽しみにしている」とか「一回り大人になって」

とか言われたけど今思うとなんかズレてるようにも感じる。何のために成長するのか何のために大

人になるのかそもそも大人って何か。根っこに戻れば俺は知らないものを知りたかっただけだし、

見たことないもの見たかっただけです。もっとも今日本語は俺の中だけにしかなくて誰にも干渉さ

れない範囲なので帰ってから色々確かめたいと思います。 
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News Letter from Ghana 

小島祥文さん （2018 年 2 月から半年間） 

 

 
 2017 年度春の派遣生である小島祥文と申します。今回、ICYE の方に申し込ませていただいた理由として、

学生のうちにアフリカの医療を自分の目で見て、どのような医療が求められているかを知り、どのような診療科、

医師が求められているかを知りたいと思ったからです。2 月中旬から、私は、ガーナの Nsawam という村にあ

る NotreDameClinic でお世話になっており、ガーナでよく見かける病気を色々な角度から学んでいます。私の

ボランティア先では、幸運なことに、自身で、計画を立てることができ、3 月は検査室、4 月は診察室、5 月は

提携病院（OTC）での研修、6 月は government hospital、7 月は産婦人科病棟にいくことを予定しています 

 

【生活のことについて】 

私の住んでいる場所は、学校の中にある寮で、ドイツ人女

性の二人と生活しています。始めの頃は、彼女たちはドイ

ツ語で会話をしており、なかなか会話に入っていくことが

できませんでしたが、今では、英語で話してくれて、少し

ずつですが、ともに励んでいるボランティアのメンバーと

して認められた実感を得ています。また、毎日水道水が使

えるわけではなく、バケツでポリバケツから水を汲みに行

ったりすることもあり、水が当たり前のように使える日本

の環境は恵まれていると気づかされたとともに、水道水を

利用できて、体を洗える時は、大げさですが、神様の恵と

思えるくらい、使えるだけでその日が幸せになります。 

 

【ガーナの環境について】 

気温は毎日 30 度を超え、直射日光が強く、始めのうちは、

この環境に慣れるのに苦労しましたが、気温の日内変動が

少ない分、体的に負担が少なくため、暑いですが、今では気温に憂うことなく過ごせています。治安も想像以上

によく、普段昼間一人で歩いていて怖さを感じたことは一度も今のところありません。またガーナ人は大変フレ

ンドリーで、音楽がかかると仕事中でさえ踊り、アフリカ人ならではの陽気さを感じています。 

 

【ボランティアワークについて】 

3 月は、lab の方で実験の仕方を主に学びました。私の主な仕事は、前日使用したスライドガラス、チューブの

洗浄を行い、また患者さんの血液サンプルをギムザ染色で染めることです。これらは単純作業ではありましたが、

日常業務であるマラリアの有無を調べる作業に関われ、そしてそのやり方を学べたことは大変私にとって有意義

でした。4 月からは、診察室でお世話になり、どのように患者さんとコミュニケーションを取るか、またどのよ

うに診断するかを学んでいます。ガーナではマラリアに感染した患者さんが毎日多く訪れており、患者の約 1/4

を占めています。今まで、教科書の世界しか見てこなかったマラリアを直に見られることに、熱帯医療の一端を

学べていると思うと、大変感慨深く来た意義を感じています。少し固い文章となりましたが、最後まで読んでい

ただきありがとうございます。 
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Newsletter from Finland 

大村 景子 さん（2018 年 1 月から 1 年間） 

 
 
Moi! フィンランドに来てから 4 ヶ月が経ちました。来た頃は雪が積もっていて、出勤時間は真っ暗で 16 時に

は暗くなっていたのに、少しずつ雪が溶け、緑が増えて、今では夜も 22 時過ぎまで明るく、20℃前後の暖か

い中で生活しています。kiva kevät! 

 

私は、ヘルシンキから電車で 1 時間ほど北に向かった Mäntsälä という小さい町の保育園のボランティアを

しています。担当のクラスは、6-7 歳の eskari という所謂小学校入学前の 1 年間、0 年生として学ぶクラスで

す。とはいえ、私が見る限り勉強っぽいことをしているのは週一回くらいです。教育大国フィンランドなので就

学前から色んな事をしているのだろうと思っていたのですが、今の所あまり見受けられません。フィンランドの

先生は子供たちと一緒に遊ぶことは少なく、子供は子供で遊び、先生は離れて見守っている印象を受けています。

私は子供たちに連れられ一緒に鬼ごっこをし

たりブランコを押したりしています。4 ヶ月経

っても彼らの言っている事はまだまだ分から

ないですが、毎日少しずつ知っている単語が増

えていって、たまに子供たちが何をいっている

のか分かるととても嬉しくなります。 

子供たちはわたしのフィンランド語の先生で

す。そんな彼らとのお別れも残り一週間を切り

ました。4 ヶ月だけでしたが、色んな子が「コ

ンニチハ」や「アリガト」など日本語を言って

くれたり、日本語でなんていうの？と聞いて来

てくれたり、日本の国旗を描いてくれたりと、

彼らの中にあった「Japani」がどんどん大き

くなっているのを感じて嬉しくなりました。フィンランド語が話せず言葉による意思疎通が難しいので現地の先

生と同じようにすることは出来ないですが、私がいることによって彼らがより日本について親近感や興味を持っ

てもらえるように、人と人との繋がりを大事にしていきたいです。 

 

私はホストファミリーのお家にステイさせてもらっています。夫婦と猫の 3 人家族で、色んなことを教えてくれ

ました。幼稚園で聞こえた音をノートにメモして持って帰り、家でホストたちに聞いて答え合わせをしながら言

葉を増やせたおかげで、幼稚園の先生たちに「フィンランド語覚えるの早いね」と褒められました。まだ話せる

ほどではないですが、コツコツと言葉を増やして話せるようになりたいです。ホストたちはガーデニングが好き

なので、最近は休日にお手伝いをしています。広い庭のガーデニング仕事は大変ですが、日本にいたらやりたく

ないし土地もなくなれなかったことなので、現地に浸るいい機会だと思って取り組んでいます。そのおかげか、

周りの自然の変化に気づき、喜びを感じるようになりました。 
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 ウールソックスの作り方をホストマザーの同僚の方か

ら教えてもらい、一足作ることができました。また、彼ら

はサマーコテージを持っているのでイースターの時など

に行ってリラックスした彼らを見てきました。日本にいた

ら友達と遊びに行ったり課題に追われたりと休日をゆっ

くりと過ごすことはなかなか出来ないので、このような過

ごし方も貴重なフィンランドの体験だと思っています。ま

だ慣れず、何かしたい！という気持ちがありリラックスは

できていませんが、これから来る夏の間は疲れを癒すリラ

ックスができればいいなと思います。 

 

他にも、ムーミンワールドやムーミン美術館など地方にも

赴いてここでしか出来ないことを体験しています。 

 

もうすぐフィンランド人が大好きな夏が来ます。夜遅くまで明るい中、外に出て存分に太陽を楽しむ彼らと共に、

もっとフィンランドを堪能できればなと思います。 

 

 

 

 

Newsletter from UK 

巽美樹 さん（2018 年 2 月から半年間） 

  

私は 2018 年 2 月から 6 か月間の派遣生としてイギリスに来ています。住んでいるのは、コッツウォルズと

いう景色が綺麗で有名な地域。みなさんがイギリスですぐ思い浮

かべるような観光地ではなく、私の周りにはかわいい村やイギリ

スならではの田園風景が広がっています。私のボランティア先は、

Ruskin Mill College という学習障害をもった青少年が通う学校

です。学校といってもクラスで授業を受けるような学校とは大き

く異なっています。というのも、学習障害を持った生徒たちがコ

ミュニケーション能力や自立して生きていく力を養うため、様々

なカリキュラムが存在します。例えば、家畜を世話する農業であ

ったり、野菜を育てる園芸、そこで育てた食物を使って料理した

り、学校が経営するショップやカフェで働いたり。また、木々を

切って森を管理し、切った木を使ってバスケットを作ったり、羊

毛をつかってフェルトで何か作ったり、彫刻があったりと、3 カ

月過ごしただけの私ではまだすべてを把握できてないくらいで

す。私は、これらのカリキュラムのいくつかで生徒たちと一緒に

作業をしています。私自身も生徒と同様に、毎日新しい異なるこ

として、学んでいます！ニュースレターだけでは、やっているこ
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と書ききれません！！ 

こっちでの生活で難しいことといえば、当たり前ではありますが、言語。私は、英語力が十分ではないまま、

このボランティアに突撃しました。ボランティア先に入る前に他国からきたボランティアたちとイギリスで事前

研修があります。その中で、やはり私は文法やスペルができても話せない・聞き取れない。自分の言いたいこと

を相手にうまく伝えられないもどかしさをたくさん感じました。それでも、ボランティアを UK でしたいという

同じ意思を持った世界各国の同世代としてみんなとすぐに打ち解けることができました。ボランティア先が異な

っても時々会ったりできるいい同士です。こんな繋がりを持てるのは ICYE ならではだと思います。ボランティ

ア先での英語は、さらに難しい。会話が早い。生徒の会話は、早かったりはっきりしていなかったりで、もっと

もっと難しい。現地の人たちは、彼らにとってはいつも通りの現地の生活があり、人付き合いがある。その中に、

“入っていく”ということの難しさを感じました。もっと英語が話せたら・・・って思うことは度々あります。

ただ、それで躊躇していたら来た意味がない。今は、一日一日少しでも聞こえる単語が増えることに喜びを感じ、

人の輪にも突撃し“現地”を開拓しています。英語力が上がったかはわかりませんが、話すことに躊躇しなくな

りました。それも進歩かな。こっちに来て驚いたことといえば、私の住んでいる周辺の人たちはとってもフレン

ドリーだということ。人とすれ違う時にはみんなお互いに声を掛け合っています。一方、都市部に行けばみんな

お互い素通りです。海外に来る前は、海外には日本と違った文化が存在するのだから理解しなければと思ってい

ました。もちろん、イギリスには日本と違った食や文化があります。一方、似ている部分も結構あります。“文

化の違い”というのはもちろん重要ですが、全部の違いをそれで片づけることはできなくて、まず根底には“個

人の違い”があるということを改めて感じました。学習障害者が一種の個性であるように。私たちは一つの地球

の上でそれぞれ生きているのだと感じています。最後すごく壮大な話になってしまいましたが、とにもかくにも”

現地 120%”で残りの 3 カ月程度もがいていこうと思います！ 

 

 
【編集後記】 
こんにちは。ICYEジャパンでインターンをしている堀之内麻友と申します。派遣生の皆さんのニュースレターを
読み、編集をさせていただきながら、皆さんは今、とてもかけがえのない時間を過ごしているのだなと感じ、と
ても羨ましく思います。派遣生の皆さんの行く場所や、行うボランティアの内容もそれぞれで、皆さんの思いも
それぞれで読んでいてとても面白かったです。これは私の話になりますが、アメリカで留学を一度経験したとき
に身をもって体験したのが、一番恥ずかしいことは、何かができない、わからないから恥ずかしがる、という行
為そのものだということでした。英語がわからないから話しかけなかったり、恥ずかしくて異国の仲間とコミュ
ニケーションが取れなかったりするのはとてももったいないということに、現地で気付いたのです。みなさんが
残りの時間、多くの壁にぶつかって、それらを打ち砕いて、たくさんの知らなかったことを知って、日本に帰っ
てくることを楽しみにしています。 
                                      インターン 堀之内麻友 
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〒169-0074 東京都新宿区北新宿 1-7-21 高澤ビル 901 

Tel / Fax 03-5389-5041 
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HP http://www.icye-japan.com 
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