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2020 年が終わり、あっという間に 2021 年。2020 年、「やりたいことがなかなかできなかった」

一年を過ごした方々も多いのではないでしょうか。クリスマスの立派なイルミネーションやお正月

の親戚の集まり、多くの人が押し寄せた初詣など、そんな「当たり前だったこと」を少しだけ恋し

く感じてしまいました。そんな中でも、前向きに活動を続けるコーワーカーや派遣生の皆さんには 

いつも活力を貰っています。 

まだまだ不安な日々が続きますが、このニュースレターが皆様の大切な一日を彩りますように。 
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２０２０年は一瞬で過ぎてしまったようです。なんだか慌ただしい気分になってしまいますが、

落ち着いて一年を振り返る良い機会にとキーボードを叩いています。 

２０２０年は全ての出来事に「コロナ」が関わり、世界中が同時に直面したパンデミックなしには

語れない１年となりました。授業も出張も飲み会ですらオンラインになり、生活の様々な側面が

「変化」せざるをえなくなった歴史的な１年になったのも確かなことです。 

皆さまにとっての２０２０年はどのような年でしたか？ 

 

ICYE ジャパン事務局長として感じた２０２０年は「人と人との距離を縮めた年」でした。 

国を超えての移動が困難であった今年は、国際ボランティア生の派遣・受入は停止し、その分、

「NPO 法人 ICYE ジャパン」としてのビジョン・運営・組織など根幹部分について考える時間が多

くあり、そのための様々な取り組みを行ってきました。 

 

２０２０年は会員組織を再整備し、リターニーの皆さまとの距離を縮め、国内ボランティアメンバ

ーを増やし、新しい試みに挑戦するコーワーカーチームとして距離を縮め、オンラインの力を借り

インターナショナルオフィス・アジア太平洋の各委員会との密なコミュニケーションで、物理的な

距離にも関わらず、意識の距離が縮まり。 

そして、そのような新しい取り組みの中で、皆様からのたくさんの協力・お力添えをいただく中

で、絆を強めることができた１年だったと感じています。 

 

ICYE を通して世界を経験し、人生の中でとても大切な経験の一つになっているリターニーの皆さ

ま。国内でのボランティア活動を通して、異文化理解の促進に取り組んでいるコーワーカーの皆さ

ま、世界各国で苦境ながらも ICYE オフィスを運営し続ける各国委員会の皆さま、その方々をつな

げ思いを共有することが、ICYE 連盟全体のゴールである、「相互理解による国際平和の実現」に向

けての強いエネルギーになると感じています。 

 

今年の漢字は、物理的な距離はあるものの、しっかりとした親密な心のつながりを願って「密」だ

そうで、「おー！納得」と一人膝を打ちました。２０２０年がもたらした様々な変化で、負のもの

は教訓として２０２０年の踏み台とし、前向きで建設的な流れを２０２１年、２２年そのまた先の

未来へと繋げていきたいと思うクリスマスイブの朝でした。 

 

今年の暮れ、温かなお家でご家族とゆっくりしたクリスマス・お正月をお過ごしください。 

 

 

ICYE ジャパン事務局長 又吉莉奈 

事務局長よりご挨拶 
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―ICYE 会員総会 2020 に関するご連絡― 

 

 11 月 3 日に国立青少年記念オリンピックセンターにて、ICYE ジャパン会員総会が行われまし

た。コロナ禍、感染対策、電子的方法での決議環境を整え、対面でのイベントに踏切り、２０数名

の方にお集まりいただきました。 

今回を機に、会員登録いただいた方々、ご寄付をいただいた方々、会員総会に実際に足を御運びい

ただいた方々、会員総会を盛り上げるためにご尽力いただいた皆様に、まずお礼を申し上げたいと

思います。 

2020 年からの会員制度の再開、総会の実施をきっかけに ICYE ジャパンに再び繋がり、関係を深め

ていくことができればとても嬉しく思います。 

ICYE ジャパン全盛期の 20 年以上前のリターニーの方々からすると、現在の ICYE ジャパンは派遣

生の人数も少なく、とても小さな団体に見えてしまうと思います。 

ICYE 連盟全体での「C」の意味の変化、組織、団体を取り巻く外環境の中で、柔軟に形を変え、今

まで生き抜いてきた ICYE ジャパンの根幹には変わらない価値観の種火は常にあり続けています。

そこに薪をくべる人が時代によっていたりいなかったり... 

会員総会 
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私は、ICYE ジャパンに薪を焚べはじめて、５年目となりま

したが、これからも理事、スタッフ、コーワーカー、そし

て会員の皆様と ICYE ジャパンの炎を燃やしていけたらと、

世界的なパンデミックという困難な時代となりましたが、

確実に未来に希望を持っております。 

次回の会員総会は２０２１年９−１０月頃を計画しておりま

す。 

その頃には、対面で食事を楽しみながら ICYE 派遣当時の思い出、これから世界中に派遣される皆

さんの未来、ICYE ジャパンの未来について語り合えるといいなと切に願っております。 

 

ICYE ジャパン事務局長 又吉 莉奈 

以下はインターン生濱田さんから、会員総会に参加してみてのコメントです。 

  8 月からインターンとして ICYE ジャパンの活動に加わり、帰国生報告会などでリターニー

（元国際ボランティア派遣生）の方と、お話する機会は何度かありましたが、今回理事の方や、会

員の方に直接にお会いし、この団体がたくさんの方に支えの上に成り立っているのだと改めて実感

しました。 

理事の方の中には、ご自身がリターニーであったり、家族がリターニーだという方もいらっしゃ

り、スライドで当時の画像を拝見しながら、お話をお聞きすることができ、貴重な体験になりまし

た。特に、派遣から 20 年以上経ってもなお、ホストファミリーと連絡を取り合っていたり、ずっ

と交流が続いているというお話に感銘を受けました。 

また、今回初めてお会いするコワーカー（ICYE の国

内ボランティア）の方もいて、最初は、少し新鮮な

気持ちでしたが、会が終わる頃にはすっかり打ち解

けて、共に一つのイベントをサポートできたことに

達成感を感じました。今後も ICYE ジャパンの一員

として、活動に携わっていけたらと思います。 

 

インターン 濱田ともな 
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―I See Your Engagement とは？― 

 

 

他国の事務局と協力して行った I See Your Engagement、8 月にベトナムと共同で開催し、新しくフ

ィリピンが加わった第二弾が好評につき開催されました！5 日間に渡って行われた日本とベトナ

ム、そしてフィリピンの交流イベント。近年、環境問題や人種問題などに関する社会運動に、積極

的に参加する若者・ユースが多く見られます。SNS を通じて世界中の情報を得ることが容易とな

り、地球規模で起こっている問題が「自分事」であるという理解が深まっています。 

 

「若者が行動し、世界を動かす」「自分達の未来づくりに責任を持って参加する」 

そんな流れをアジアでも更に広げていきたいという考えの下、三つの国でオンライン共同開催プロ

グラム「 I see your Engagement vol.2」を開催致しました。5 日間の中で、様々なディスカッショ

ンやグループワークが行われ、最終日には全チームが社会課題の解決に関するプレゼンテーション

を作成しました。生まれや育ち、経験などが全く異なる三つの国の学生が積極的に議論をする姿に

刺激を受けました。 

最終日に行われた発表の中で、最も印象に残ったプレゼンテ

ーションは、全世界の人々共通している「メンタル」につい

てのものでした。 

多くの若者が、メンタルに関わる問題を抱えているのにも関

わらず適切な処置を受けていない事実やコロナウイルスの影

響によるロックダウンが様々な悪影響を人々に与えたという

事実は、大変興味深いものでした。また、メンタルに問題を

抱えている人であってもそれだけで彼らの生産性が低いと判

断することはできないとデータを用いながら発表してくれた 

ことが印象的でした。 

 

 

事務局だより 

I See Your Engagement Vol.2 
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参加者の皆様が、イベントを通してどのようなことを学び・感じたのかインタビューをしました！ 

その中から得た参加者の声を抜粋して紹介！ 

 

１、Thu さん (ベトナム) 

 

Q. ISYE への参加は 2 回目となる Thu さんですが、 

1 回目と 2 回目ではどのような違いを感じましたか？ 

 

まず、何よりも二回目参加できたことが本当にラッキーだったと感じるようなイベントだったと感

じました！ISYEVol.１には 20 人の参加者がいて、そのうちの 10 人は日本人、そして残り 10 人は

ベトナム人でした。一方で ISYEVol.２では、日本とベトナムそしてフィリピンの 3 つの国からそれ

ぞれ 6 人ずつ計 18 人が参加をしていました。1 回目に参加をした時に比べて、お互いの文化を深

く知ることのできるようなアクティビティが追加されていて、とても充実した時間になったと感じ

ます。同時、自分自身がもっと日本やフィリピンの文化についてもっと勉強する必要があるとも感

じました。 

 

Q.最も印象的だったことはなんですか? 

 

最も印象的だったのは参加者のフレンドリーさでした。私は事前交流会への参加ができなかったた

め、チームメイトとの合流が遅くなってしまいました。驚いたのは、他のメンバーはもともと顔見

知りだったにも関わらず、私のことをチームに歓迎してくれたことです。3 つの異なる国が混ざっ

たグループで、そのようなアットホームな雰囲気を感じることができるとは思ってもいませんでし

た。オンラインイベントでなく直接会うことのできるイベントであったら、あまりにも楽しくて時

間の許す限り話し込んでしまったと思います。特に盛り上がったのは日本のアニメに関する話をし

たときでした！ 

 

3. 未来の ISYE 参加者に向けたメッセージをお願いします！ 

 

1 つ、自信を持って言えることは「英語力・コミュニケーション能力・知識の有無なんて気にする

ことない」ということ！どなたでも、熱意をもって参加をすればきっと「参加をしてよかった！」

と感じます。イベントでは頼もしいチームメイトたちがきっとあなたを助けてくれます。ぜひ、一

度参加をしてください。絶対に後悔はさせません！ 

 

I See Your Engagement Vol.2 参加者の声 
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２、Nicole さん (フィリピン) 

 

Q. ISYE2 からどんなことを学びましたか？また、学んだこと

をこれからの生活にどのように活かしていきたいですか？ 

 

A.このイベントはリーダーシップと他国の人々とのコミュニ

ケーション能力を育ててくれるイベントであると感じます。

私は、若い人達は未来を作る立役者としてのリーダーシップ

を身につけるべきであると日々考えています。 

 

このイベントはそんなリーダーシップの育成にピッタリだと感じました。 また、このイベントで

はパソコンを使うことだったり意見をシェアしたりすることも多かったため、そのような能力は実

生活でも大変役立つと思います。イベントの中で、特に自分にとって有意義だったのがショートデ

ィスカッションです。他国の若者が持つ意見を聞くことは、自分自身の知見を広めることに大変役

立ちました。私は少し恥ずかしがり屋を性格ですが、ショートディスカッションは自分が積極的に

なるきっかけを与えてくれました。これからの生活でももっと積極的に自分自身の意見をシェアし

ていきたいと思います。 

 

Q.最も印象的だったことはなんですか?  

 

A.正直なところ、選びきれないほどの思い出があります。最初はチームメイト全員が積極的になれ

ず、また時差の関係で全員が揃うミーティングが開催できないなど、様々な問題はありました。し

かし、最後には全員が出席できるミーティングが開催でき、最後のプレゼンテーションで話したい

内容を共有することができました。今まで参加をしたイベントでは、実際に会ってどんどんと仲良

くなっていきその中で議論が進んでいきました。一方で、今回オンラインイベントでは直接会って

いないにも関わらず、その流れが自然に行われていたことが印象的でした。 

 

Q.未来の ISYE 参加者に向けたメッセージをお願いします！ 

 

A.いつかこのイベントに参加する皆さん！最高の時間が待っていま

す！多くの人に出会うことができ、多くの新しいことを学ぶことがで

きます。もちろん、沢山の大変なこともありますが、その苦労を忘れ

させてくれるような学びがあなたを待っています！このパンデミック

の間だけでなく、社会全体の若者の「価値」を再認識するために“Be 

Active”！勇気を出して参加をしてみて！ 
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３、りなさん(日本) 

 

りなさんインタビュー 

  

―イベントに参加した理由は何ですか？― 

 

参加した理由は主に２つあります。1 つ目は英語力の向上です。現在大学 1 年生で将来的に大学の

交換留学プログラムに参加して英語圏の大学で勉強をしたいと思っているので、実際的な英語力を

上達させたいと思い英語で活動することができる I See Your Engagement に参加しました。2 つ目の

理由は昔から異文化交流に興味を持っていたことです。過去にもミャンマーの人々との交流イベン

トに参加したことがありました。イベントは楽しく、その経験が自分にとってとてもいい思い出と

して残っています。そのイベントを通して、「英語が思ったように通じなくても分かり合うことが

できる」ということを学び、もう一度そのような経験をしてみたいと思い参加しました。今回の I 

See Your Engagement を通して今までより国際交流に興味を持つようになりました。 

  

  

―イベントを通して良かったことや得たものはありますか？― 

 

グループの中で日本人は私だけだったため、本当に様々なことを学びました。「言葉は違っても仲

良くなれる」ということや、ベトナムやフィリピンから参加しているグループメンバーがアニメや

グルメなど日本の文化に興味を持っていてくれて、そのやり取りを通して自分自身も日本について

考えるいい機会となりました。中でも、得たものとして「外国人と話す際に感じる抵抗感が減った

こと」が挙げられます。そこから、これからはもっと自分の言いたいことを伝えることができるよ

うに、英会話や英語の勉強など日々の努力を続けていきたいと思いました。また、気付いたことは

日本人と同じく英語を第二言語として話すベトナム人の英語力が高いことです。同じグループにベ

トナムの高校生の方がいたのですが、とても英語が流暢で驚きました。彼女の高校生活は忙しそう

で、日本の高校生との違いを感じました。何よりも、同じグループのメンバーと出会えて良かった

です。「いつかお互いに会おうね」という話もしました。 

  

―イベントを通して難しかったことはありますか？― 

 

英語で自分の言いたいことをいうことや会話の流れに入っていくことが難しかったです。グループ

で行われたミーティングの際に会話のような形で話し合いが行われたので自分の意見をいうタイミ

ングを逃してしまうこともありました。何を話しているかわからない時もありましたが、同じグル

ープのフィリピンの参加者の子がメッセージで内容を送ってくれたり、聞いたらチャットで答えて

くれたりと同じグループメンバーの助けもあり一人だけ取り残されることはありませんでした。ま

た、自分自身が日本語でも大人数の中で意見を言うことが得意ではないことに気付きました。 
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―これからの目標、将来について― 

まだ明確に「これをやりたい！」と思うものはないで

す。これからいろいろなことにチャレンジして見つけて

行けたらいいなと思います。大学でも様々な分野のこと

を学び自分の興味のある分野を専門的に学んでいきたい

と思います。今は文章を書くことや本を読むことが趣味

であり得意なことなのでそれを活かすことができる仕事

ができればいいなと思います。 

 

  

―将来の I See Your Engagement の参加者に一言― 

 

不安になったり、英語が伝わらなくて落ち込んだ時でも自分からグループのメンバーに話しかける

ことで色々教えてもらったり個人的に仲良くなれたりするので、自分から行動することが大切だと

思います。実際に話すと慌ててしまうこともあるので、メッセージでやり取りし合うことも効果的

だと思います！ 

 

 

４、琴音さん(日本)  

  

―イベントに参加した理由はなんですか？― 

 

もともと英語や人と話すことが好きで今までにも国際交流のイベントには参加したことはあります

が、I See Your Engagement の“外国人とグループを組み、プレゼンを作って発表する”という点に

興味を持ちました。グループワークを通して日本人からの視点だけではなく、海外の人の意見を聞

いてみたいと思い参加しました。私が国際的なイベントに興味を持つようになったきっかけとして

は大学での経験が挙げられます。通っている大学の学部が英語科で、カナダへの留学経験や大学生

活での留学生との交流を通して、その経験が楽しく国際交流や国際的な活動に興味を持つようにな

りました。特にカナダのバンクーバーでの留学生活は印象深く、ホストファミリーとの交流や大学

で開催されたイベントに参加して様々な人と交流することができて自分にとってとてもいい経験で

した。 
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―イベントを通して良かったことや得たものはありますか？― 

 

グループワークをしている際のフィリピン・ベトナムからの参加者の皆さんの積極性や行動力はと

ても感銘を受けました。とても行動力があって、見習わなきゃいけないなと感じました。「プレゼ

ンをどうやって作るか」などの全体的な構成をスピーディーに考えてくれて、消極的な自分にとっ

て勉強になりました。英語でのミーティングや会話には不安がありましたが、みんな優しく、私が

間違った英語を使っているときは直してくれたり、会話に入りづらい時には「琴音はどう思う？」

などと意見を聞いてくれたりととても嬉しかったです。また、自分の英語学習への大きな刺激にな

りました。英語を話す際の抵抗感も無くなりましたし、「間違ってもいいんだ」と思うようにな

り、自分の英語に自信を持つことができるようになりました。今回のイベントを通して得た英語へ

の自信が後押しとなって I See Your Engagement に参加した後に大学のスピーチコンテストがあ

り、参加を決めました！！ちなみに優勝できました（笑）。このイベントがきっかけで参加したの

で感謝です！ 

  

  

―イベントを通して難しかったことはありますか？― 

 

イベントの最初ではフィリピンやベトナムの方の話す英語の発音に慣れてなくて聞き取りづらく、

ミーティングの最中の会話についていくことが難しかったです。聞き取れないからといって参加し

ないわけには行かないので、対策を考えていました（笑）。例えば、自分の伝えたいことを紙に書

いてまとめておいてメッセージで共有したり、ミーティングの最初に「私はいうのが難しいからこ

れだけ話すね」と言って自分の意見を発表するなど、なんとか方法を考えて自分の意見を他のグル

ープメンバーに伝えるように努力しました。 

  

  

―これからの目標、将来について― 

 

明確な「何をしたい！」ということは見つかっていないけど、これから

も語学の勉強を続けていきたいのと自分がやりたいと思ったことは何で

も挑戦していきたいです。その中で自分が本当にやりたいことが見つけ

たいと思います。 

  

  

―将来の I See Your Engagement の参加者に一言― 

 

絶対に参加した方がいいです！！自分のためになるし、参加してみて自分の新しいやりたいことも

見つかると思うので参加して損はないです！ 

 



 

11 

 

Newsletter Vol.181 

 

 

 

 

 

12 月 5 日に行われたイベント、「北欧ディスカバリー」は人気の派遣先である北欧に焦点をあてた

初のイベントです！実際に現在デンマークで活動をしているゆいさんと翔子さんからお話を聞く機

会に加え、近年注目されている北欧の「教育」に関わるディスカッションを行いました。 

 

北欧の教育(特にデンマークやフィンランドですが)で

は、日本と比べて「自由」が尊重されていると言われて

います。受験がないこと、小学生のころから授業の取捨

選択ができること、成績を周りと比べる文化がないこと

など、まさに日本とは全く異なる教育がなされているこ

とがわかります。一見、とても理想的な教育がなされて

いるとも思えますが、過去にフィンランドを訪れた派遣

生は、「自由すぎて統制がとれない！！」という率直な

意見をシェアしてくれました！そこで設定したディスカ

ッションテーマは「日本はデンマークの教育を手本にす

べきか」というものです。 

 

議論の中では、「自由な教育を推奨してもっと子供たちが楽しく学校生活を送ることができるよう

にした方が良い」という北欧の教育に肯定的な意見があった一方、「日本人には日本の教育が合っ

ている」「北欧の教育は自由とも言えるが無責任ともいえる」という意見もでました。 

 

教育という、どの国にも関わる正解のない議題であるからこそ、時には議論をすることが大切であ

ると感じました。以下は、イベントを運営してくれたスタッフのがーさんのコメントです！ 

 

                              インターン Mami 

 

―イベントを運営してー 

 

ICYE ジャパンのプログラムの一番人気のある北欧の国々についていつかワークショップや勉強会を

行おうと思っていました。コロナウイルスの影響など様々なことがあった 2020 年、無事に到着で

きたデンマークの派遣生たちが経験したことを、北欧に関心のもつ皆さんに伝えるために、北欧デ

ィスカバリーを開催しました。 

 

 

北欧ディスカバリー 
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勉強会のフォールマットとして、内容の準備した時、デンマークについての知識をいっぱい身につ

けることができて、運営者である私にとっては大変良い勉強の機会になりました。イベントの最初

にあるクイズセッションではみんなで盛り上がりながら、デンマークについての豆知識を知ること

ができてよかったです。 

 

そして、現地で活動しているゆいさんと翔子さんのシェアリング

では、コロナ禍でのデンマークの教育について聞かせてください

ました。楽しいことももちろんですが、コロナ禍ならではの辛い

ことも経験されていてしました。よく憧れの国だと言われている

一方で、ディスカッションセッションでは、デンマークでも社会

問題や人間関係に関わる問題は多くあると気づかされ、日本の社

会が抱える問題についても考えるきっかけとなりました。 

 

第１回が大成功を収めたため、これから、北欧ディスカバリー第 2、3、…回も続けようと思って

います。まず、1 月フィンランド出発予定の派遣生の皆さんが無事に行けることを祈っています。

フィンランドでのプロジェクトの開始、そしてフィンランドに焦点を当てた北欧ディスカバリー 

を開催できることを願います！                      スタッフ ガー 

 

ここで、ICYE が提供するデンマークのプログラムをいくつか紹介！ 

 

【子ども】 

保育園、幼稚園(3-6 歳)で子どもたちと一緒に遊び、身の回

りの世話や先生たちの手伝いをします。放課後支援センター

は大きく分けて(6-14 歳)(12-17 歳)の年齢に分かれ、スポー

ツや音楽、コンピュータやハンドクラフトなど様々な活動の

サポートをします。 

 

【教育】 

小学校・高校・エフタスコーレでの活動です。先生の授業のアシスタントをし、語学や 異文化に

ついてレクチャーをします。 

 

【青少年】 

12~17 歳の子供を対象として青少年クラブの活動です。施設で行われるアクティビティに参加した

り、子供たちの宿題を手伝ったりします。 

 

気になる方はぜひ、ICYE のホームページをチェック！↓ 

https://www.icye-japan.com/country/denmark/ 
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―デンマーク・しょうこさんー 

 

未来の派遣生の皆さん 

 

デンマークに来てから 4 ヶ月が経ちました。デンマークはクリスマス一色に染まっています。日の

入りも 15 時半と早くなり、イルミネーションの光がより一層際立つ季節になりました。クリスマ

スを楽しく家族で迎えられるよう、コロナの規制もより厳しくなり国民全員で気を引き締め直して

いるところです。 

 

私はデンマークに来るまで Hygge という言葉や文化に

ついて知りませんでした。Hygge とは「居心地がいい

空間」や「楽しい時間」を指すそうです。こちらに来

てからも、今までその魅力に気付かずにいたのです

が、冬が近付き日照時間が短くなるにつれ、少しずつ

その文化に触れ、魅力を感じるようになりました。 

 

デンマークに長く住む現地の方でさえ、冬になると寂しさや疲れを感じるそうです。この時期は、

仕事が終わった後は真っ直ぐ家に帰り、ゆっくりと「おうち時間」を楽しむ事が多いそうです。 

日がすっかり沈んでしまうと、いくら夕方と言われても気分はもう夜モードです。何となく何もす

る気が起こらない事も多く、1 日が短くなって損をした気分にさえなります。日中でさえ、太陽の

日が差さず曇り空が続く事も多い為、そうなると景色は常に灰色、木々もすっかり葉を落としてい

る為、全てが色褪せて見えます。 

 

そんな時、街中にイルミネーションの灯りが灯ると、少

しだけ景色が特別に、綺麗に見え、気持ちが明るくなる

のです。並んだ家々の大きな窓ガラスからは、白熱灯と

は違うオレンジ色の光が暖かく漏れ、様々な形の照明は

見る目を楽しませてくれます。 

 

12 月に入ると、クリスマスへ向け街中や家々のイルミネーションはまた一層と華やかになりま

す。家に帰り、間接照明やクリスマス飾りを点け、キャンドルに火を灯すと気持ちがホッとしま

す。外の気温が低く寒いほど、家に帰った時の安心感は大きい気がします。 
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家で過ごす時間が長くなるからこそ、居心地の良い空間作り

をする、居心地の良い時間を家族と共有する。デンマークの

人達が暗く寒い冬を乗り越える為に Hygge は必要であり、

文化として根付いているのだと感じています。 

 

こうして現地に来ていなければ、Hygge を知る事も、魅力を

感じる事も無かったと思うと、とても貴重な体験をしている

と感じます。 

 

新型コロナウイルスの影響で思うように行動する事が難しくはありますが、"出来ない事よりも、

出来る事"に目を向け、今後も活動していきたいと思っています。 

 

寺崎 翔子 

 

―デンマーク・ゆいさん― 

 

Hej alle, デンマーク派遣生のゆいです！ 

コロナ感染の勢いがまだまだおさまりそうにありませんが、日本の皆さまいかがお過ごしでしょう

か？今回はクリスマス、お正月シーズンであることもあり、文化に焦点をあててお話しをしたいと

思います。 

 

Hygge な時間を満喫する冬 

デンマークのオーフスでは雪はほとんど降りま

せんが、曇りや雨の寒い日が続きいています。

出身の神奈川県の冬と気温はあまり変わらない

のですが、とにかく日照時間が圧倒的に少な

く、午前 9 時に日の出、午後 4 時には暗くなっ

てしまい、少し寂しく感じます。 

  

 

 

デンマーク語の”Hygge”という言葉は、まさにこの

「暗い時期」を乗り切るのにぴったりな概念だと痛感し

ています。Hygge の適訳語は存在しないと言われてお

り、満足感やウェルビーイングを実感できるよう、ゆっ

たりと、Cozy な時間を過ごすことを表します。 
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私の場合は、4 時頃に他のボランティアの子たちと暖かい屋内でコーヒーを飲みながらクッキーを

食べて談話するのが毎日の Hygge な時間です。それに加えて、クリスマス直前であることもあり、

イルミネーションや可愛いデコレーション、キャンドルがいたる所にあり、気分をほっこり、温か

くする工夫がデンマークの日常生活に織り込まれているように感じます。 

 

日本文化を思い返す 

クリスマスとニューイヤーが近くなるに連れて、日本ではどのよ

うにお祝いするのかという質問を多く受けるようになります。シ

ンプルに誰と時間を過ごすか、何を食べるかだけでなく、日本で

はどちらのイベントの方が重要なのか、宗教と行事の関係といっ

た点にも、学校の先生や生徒から質問を受けます。 

正直なところ、日本に居た際はあまり深く行事の背景や意味を考

えることがありませんでしたが、改めて調べてみると、いかに日

本文化に関して知らないこと、大切にしていきたい側面が多いか

と反省するばかりです。これから出発する日本の派遣生の皆さ

ん、ぜひ日本の文化についてたくさんお勉強してきてください！ 

 

各国のステキな文化を吸収 

デンマークの方々や他国からのボランティアとの交流、そして日本文化を客観的に考えなおすこと

で文化の多様性をいつになく実感することが多かったウィンターシーズンですが、学ぶだけでなく

持ち帰りたいなという欲張りな気持ちが強くなりつつあります(笑) 

 

例えば、クリスマスまでの 4 週間に毎週日曜日、一つずつ

プレゼントを開けられるという素敵な文化がデンマークに

はあります。私は同じくオーフスに滞在中のしょうこさん

に 4 つもプレゼントを頂き、20 日（日）である今日、最後

のプレゼントを開け、大好きなチョコレートを見て興奮し

ているところです♡。 

 

また、留学経験と同プロジェクト先のボランティア生から学んでいる、勉強や仕事ではなく家族や

友達と大勢で過ごす時間を何より大切にする、温かいラテンアメリカ文化も私は大好きで、ボラン

ティア終了後のプランや生き方を再考するうえでも影響を受けそうです✨ 

今後も各国のステキ文化に触れて、学んで、自分なりに吸収し散種してみたいと思います！ 

Vi ses,       
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公式 You Tube チャンネルについて 

 

ICYE ジャパン公式 YouTube チャンネルでは過去のオンラインイベントのアーカイブ、派遣生の体

験談などなど様々な動画を配信しています。ぜひご覧になってください！動画チームリーダー、ト

ミーのおすすめは ICYE Returnee Talk の第 3 回「悪魔はタンザニアにいた！」です！ 

 

ぜひ下記よりご覧ください！ 

 

ICYE 連盟：https://www.youtube.com/watch?v=V5Z0gksvhSg 

ICYE ジャパン：https://www.youtube.com/watch?v=an-7jDNPY6Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ICYEジャパン 

インターンメンバーから 

今の声をお届け♪ 

 

こんにちは！うめけんです。11 月 8 日〜12 日に行われた"I See Your Engagement 2"にプログラ

ム・アシスタントとして参加しました！ 

 

8 月に行われた第一回目の ISYE では参加者として参加しましたが、今回は運営側としての参加

だったため前回とは異なる大変さや苦労、そして達成感を経験することができました。特に大変

だったことは他の国（ベトナム・フィリピン）のプログラム・アシスタントとのミーティングで

す。英語を使ってミーティングをすることがあまりないため、言っていることが聞きとれず自分

の意見を言えないことがあり、悔しい思いをしました。ですができないなりに頑張っていると他

の 2 人が助けてくれ、少しずつ自分の思うように行動することができるようになりました。これ

を通して、辛い状況に置かれても続けていれば道はいずれ拓けるということを学びました。 

 

イベントが終わる頃には、他の 2 人のプログラム・アシスタントとの間に共通の苦労を乗り越え

た絆のようなものを感じることができました。その他にも、参加者の方の満足の声や SNS での繋

がりをみていると今回も「参加して良かったな」という気持ちになります。正直、自分は臆病な

性格で新しいことに挑戦する際には毎回不安な気持ちになるのですが、それを乗り越えた先に少

し成長した自分がいることを今回のイベントで再確認しました。これからも新しいことに挑戦す

ること、その気持ちを形にすることを大切にしていきたいなと思います！ 

インターン’s Voice   

 

お知らせ 
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9 月までの Dot-jp としてのインターンが終了後は、微力ながら広報用の動画作成や、様々な

プロジェクトに関わらせていただいています。2021 年 3 月に行う予定の ICYE I see your 

engagement は、コワーカーのみなさんと一緒に一つのイベントを創り上げていくことにとて

もワクワクしています。 

 

また、2 月に来日予定のデンマークからの来日生の日本語サ

ポーターも行う予定です。ICYE での日本語クラスの参加は、

ずっと興味があり、やりたかったことの一つなので、今回携

わることができてとても嬉しいです。コロナ禍でも、来日生

が楽しく、安心して日本での生活を送れるように、新しい案

を提案したりしながら積極的に関わることができたらと思い

ます。 

 

ともな 

私は 2020 年の 2 月から ICYE ジャパンで働き始めました。今振り返ると、あっという間でとても良

い時間を過ごすことができたと思います。最初は各国の情報をまとめる作業をトミーと一緒に延々

とやりました。4 月頃から SNS での広報を担当し、様々な発信をしました。それと並行して様々な

イベントを企画したり、またそれに参加しました。２回の I See Your Engagement やディスカッショ

ン、交流会などのイベントを通して、いろいろな人と交流し自分の考え方や常識が広がったと思い

ます。そういう意味で、ICYE ジャパンでインターンができて本当に良かったと思います。 

 

大学 2 年生の時に「インターンをしよう」と急に思い立って

行動した自分を褒めてあげたいです。まだ ICYE ジャパンで働

き始めて１年も経ってないですが、ここでの経験は確実に自

分に影響を与えると思います。リターニーの方々や自分の親

くらいの年齢の理事の方々、同世代のコーワーカー達など普

通に大学に通って授業を受けているだけでは決して出会うこ

とが出来ない人たちと“ICYE ジャパン“を通して交流するこ

とが出来ました。とても良い経験をさせてもらっているなと

感じています。全員の方々に感謝しています。 

 

 

2021 年は 2020 年以上に精力的に活動していきたいと思います。まずは 3 月に開催を予定している

オンラインイベントを成功させるために頑張りたいです。また、来日生や派遣生などをサポートで

きるような仕事が出来たら良いなと思っています！  

うめけん 
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ICYE ジャパンでインターンを初めてから約５カ月が経ちましたが、今までの大学生活では経験するこ

とのなかったようなことを経験させてもらっています。 

 

来日生、派遣生の方にインタビューをする機会があった

り、ディスカッションをすることがあったり、自分の中で

の視野が広がったように感じます。また、イベントの運営

側で参加させていただくことで自分の足りない力などを

見つけることができました。 

 

来年２月にはデンマークからの来日生のオリエンテーションに関わらせてもらうことになったので、コ

ロナウイルスの影響で対面でのオリエンテーションではないですが、来日生が日本での滞在をスムーズ

にスタートさせることができるようにサポートしていきたいと思います！ 

はると 
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東京でオリンピック・パラリンピックが開かれる予定だった 2020 年。 

 

ずっと先のことのように感じていましたが、もう終わろうとしていることが、なんだかとても不思議な

気持ちです。 

 

何年も前から、「2020 年には日本に行きたいな！」と、海外の友達は口々に話していました。様々な国

の人が日本を訪れ、にぎやかになることを想像していた未来は、世界的な感染症の蔓延と、それにより

各国が国境を閉じるという正反対の悲しい過去になってしまったことが、いまだに信じられません。 

 

誰もが想像しなかったこの事態に、理事であるにもかかわらず私はただ呆然とするしかありませんでし

た。ところが、世界中の ICYE の仲間たちや ICYE ジャパンのスタッフは、知恵を絞り、アイディアを出

し合い、前に進んでいました。各国の魅力を動画や写真で発信し続け、世界中の仲間とオンラインツー

ルを使ってつながり、議論する機会が増えました。 

 

「人生はできることに集中することであり、できないことを悔やむことではない」。そうやって逆境を

むしろ力として進むスタッフの存在に、何度も励まされました。こんなと 

きだからこそ強さを発揮する ICYE のネットワークの大きさを改めて知ることになりました。どんなこ

とがあっても、人は知恵と力を合わせてより良い世界をつくっていけることを確信した 1 年でした。 

世界の仲間はむしろ距離を縮め、この先の未来を見つめて動き出しています。 

 

たくさんの人の力を借りながら、私自身もまた ICYE1 ジャパンもこれからも、もっとワクワクすること

を、もっと世界中の人が笑って過ごせる世界を諦めずに、世界中の仲間と進んでいきたいと思います。 

 

加藤 カヨ 

 

 

 

 

 

 

理事より一年の総括 
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編集後記 

 

インターンの Mami です。いつもニュースレターを読んで下さる皆様、そして初めてニュースレタ

ーを読んで下さった皆様、最後まで目を通して下さり、本当にありがとうございました！ 

 

前回のニュースレターでは、暗い社会情勢は回復に向かっていることをご報告させていただきました

が、まだまだ我慢の時間は続きそうですね。出発を控えている派遣生の皆様におかれましては、大変

不安な日々をすごされていることと思います。 

 

このような状況下で私ができることは、ただただ前向きに日々の暮らしを楽しむことです。最近では、

結婚式の中止により廃棄を余儀なくされているお花を買い、家に飾っています。家を彩り、かつ、誰

かの生活を支えられるため、嬉しく思っております。小さなできることを継続し、毎日を楽しく生き

ていこうと思います。 

 

これから皆様にお会いできる環境が整うことを心より願っています。 

来月のニュースレターもお楽しみに。      

 

インターン Mami 
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ICYEジャパン LINE＠ 

イベント開催情報・各国国際ボランティア情報・スタッフに LINEで相談など 

 

ICYEジャパンの最新情報が届きます！ 

また事務所の営業時間内であれば、コーディネーターに直接 LINEで相談をすることも可能です。 

ご登録よろしくお願いいたします。 


