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大学生協

テーマのある旅

カンボジア教育ボランティア活動 24 日

2019

このファイルは一般公開用のため、個人名は一部をのぞき伏せてあります

毎年夏にカンボジアの田舎の中等学校で 2 週

間、日本語・英語のボランティア授業をする活動

日本ではできない体験がたくさん
日本はいかに豊かで貧しいかを知る旅

をはじめて今年が 16 回目。茨城キリスト教大学
の学生と 2004 年から勝手にボランティアとして

藤田

続けていたが、2015 年からは文化交流学科の「海

外ボランティア」という授業として、今年は藤田
の定年退職にともない、大学生協主催の「テーマ

8 月 23 日に 2 週間の授業を終え、プノンペン

のある旅」として実施された。

で 2 泊、市内を見学して一息ついた。王宮、博物館、

８月 7 日にカンボジアの首都プノンペン入り。

カンボジア日本友好学園創設者のコン・ボーンさ

ポルポト時代の政治犯収容所ツールスレン、ロシ

んやアシスタントたちとの夕食会を持ち、セント

物ひとつ出来ない日本勢なので、友好学園を卒業

出しをし、南国の空気や人に少し慣れたところで、

授業面でもサポートしてもらった。まったく異

ラル・マーケットやイオン・モールを見学。買い
9 日にプレイベン州の友好学園に移動。

プノンペンはフランス植民地時代には「東洋の

パリ」と呼ばれた街で、現代的高層ビルも建ちは
じめた大都会だが、友好学園は見渡す限りの田ん
ぼの中にある。

したアシスタントに加わってもらい、生活面でも
なった自然・社会・文化環境で育った若者たちが

共同生活をするので、通じるところも通じないと
ころもあり、まさに文化交流のディープな体験が
できた。

授業は午前の７時から 11 時まで。教壇にはじ

9、10、11 日と生活環境の整備、グループ形成、

めて立つという学生がかなりいたが、経験を積む

ツアー参加学生 16 名が教師役。対象は 400

生徒たちの学習意欲が大きな助けになっていた。

授業準備にあて、12 日から授業を開始。

名ほどの７年生（中学１年生）。引率者は元茨城

うちにそれなりに自信がついてきたようだった。
授業を一週間終えたところで、メコン川沿いの

キリスト教大学教員（現非常勤講師）の藤田。さ

ネックルーンに出て一泊。久しぶりにエアコンの

（元大学教員・助産師教育）が部分参加してくれた。

学生たちはボートを雇い「つばさ橋」を見上げる

らに藤田の友人「シニア組」として兵頭慶子さん
クメール語がまったくチンプンカンプンで買い

アジアンボランティア・レポート

悟

ある部屋の柔らかいベッドで休むことができた。
地点までメコンクルーズを楽しんだ。

2019 年 10 月

全国大学生協連合会 旅行センター

アンマーケット。昼食は王立プノンペン大学の食
堂でとった。

8 月 26 日、バスでシェムリアップに。途中、

世界遺産サンボープレイクック遺跡を見学、友好

学園卒業生のカン・コサルくんの農場で手作りの
昼食をご馳走になり、カシューナッツの加工工程

などを見学。パイナップル、ココナッツ、サトウ
キビなどのフレッシュな味をみることができた。

27 日アンコール遺跡群を見学、28、29 日は

ほぼ自由行動で、29 日夕刻発の夜行便で 30 日
早朝帰国した。

今年は、発熱や下痢・便秘、擦り傷などはあっ

たものの、想定を超える体調不良もなく、ほぼ順

調に終了することが出来た。茨城キリスト教大学
以外の学生を含めてチームワークも良かった。

友好学園に滞在して日本語を教えている佐藤奈

美さんには大いにお世話になった。感謝。

引率：藤田 悟（茨城キリスト教大学名誉教授）
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忘れられない夏

初めての授業、うまくできるのか分からな
かった。それでも、授業を受けてくれた子
どもたち、Ｅ班の 2 人、アシスタントのニ
アット、ポンロクの存在がとても大きく、

IC* 経営学部経営学科 2 年

T・H・女

私は、今年の夏カンボジアに行った。周

すべての授業をやりきることが出来た。
子どもたちは、目をキラキラさせて、一

りの友だちからは、
「カンボジア行くの？」

生懸命授業に参加していた。発音の練習の

と驚かれた。私は、経営学部で、教育に関

時は、元気いっぱい声を出してくれる。発

私は、授業が終わった後の時間も好き

する知識がそこまであるわけではないし、

表の時も、
「クニョム！クニョム！」と積

だった。日本にいたら暇な時間があれば、

先生になりたいと思ったこともなかった。

極的に手を挙げてくれる。分からないとこ

携帯ばかりいじっていただろう。でも、カ

ただ、「海外に行ってみたいなあ」「何かボ

ろがあったら、「せんせー！」と呼んでた

ンボジアでは違った。桶を使って手洗いで

ランティアがしたいなあ」という思いだけ

くさん聞いてくれる。とてもかわいかった。

洗濯、レジャーシートの上で昼寝、子ども

で行ってしまった。

それと同時に、先生として認めてくれてい

たちとサッカーや木登り、クメール語も教

カンボジアに行って最初に感じたこと

るんだと実感できて、うれしくなった。子

えてもらった。暑い日には学園近くのお店

は、バイクの多さだ。テレビで見たことの

どもたちが授業を受ける環境は、決して良

にポカリを買いに行っていたのも今ではい

ある光景が目の前に広がっていた。そして、

いとは言えない。教室に電気はないし、2

い思い出だ。どれも日本ではなかなかやら

プノンペンは、私が想像していたより、発

人で 1 つの椅子に座っている子もいた。そ

ないことばかりだった。晴れた日の夜に、

展していた。ビルもショッピングモールも

れでも、子どもたちの勉強に対する熱意は

一緒に行ったメンバーとアシスタントのみ

あった。しかし、バスに乗り、学園が近づ

すごかった。

んなで見た星空もとても綺麗だった。アシ

くにつれて、道がガタガタになり、バスの

休み時間になると、毎回私の所に来てく

スタントのバイクに乗せてもらって買い物

揺れも大きくなって、窓から見える景色も

れる子どもたちがいた。最初のころは、恥

に行ったり、トゥクトゥクに乗って移動し

変わっていった。

ずかしかったのか控えめだったが、慣れて

たりとカンボジアでは初めての経験も沢山

ついに、学園での生活が始まった。お風

くると無邪気な笑顔で近寄ってきて、ク

あった。虫、カエル、ワニを食べることも

呂は毎日水シャワー、寝るのは固い木の

メール語や覚えた日本語を使って話しかけ

日本にいたら絶対にやらなかっただろう。

ベッドで蚊帳の中、トイレは暗いし犬の前

に来てくれた。本当にかわいくて、お別れ

過ごしやすい環境だったと言い切ることは

を通らないといけない、虫やネズミがいる

するのが寂しかった。お別れの日が近づい

できないが、とても充実した時間を過ごす

のはあたりまえという環境で 2 週間も生

ていくと、日本語でお手紙を書いてきてく

ことが出来た。最後の頃には、「まだ帰り

活。とても不安だった。1 日目、正直「帰

れたり、ブレスレットや花束をくれたりし

たくない」と思ったことは嘘ではない。こ

りたいかも」と思ってしまった。

た。最終日には、スピーチをするためにみ

こでの生活、光景を忘れることはないだろ
う。

しかし、授業が始まるとその思いは変わ

んなの前に出て行ったら、子どもたちから

り、毎日が楽しくなった。私は今までずっ

歓声が上がった。とてもうれしくて感動し

私は、カンボジアに行ってみて、自分た

と、授業を受ける立場だったので、先生に

た。子どもたちやアシスタントとくだらな

ちがどれだけ恵まれた環境の中で生活して

なったことは、もちろんなかった。自分か

い冗談を言い合ったりし、学園での生活中

いるのかを改めて実感した。スイッチを押

ら進んで前に出ていく性格ではないうえ

はよく笑っていた。幸せな時間だった。学

せば電気がつく、蛇口をひねって出てきた

に、大きな声を出すのがあまり得意ではな

園での経験は自分自身の成長につながった

水をそのまま安心して飲むことが出来る、

い。さらに、初めての環境、初めての先生、

に違いない。

おいしいご飯を毎日食べることが出来るの
もありがたいことなんだと思った。この与
えられた環境に感謝して生活しようと思っ
た。
また、人と人との繋がりの大切さも実感
した。一緒に行ったメンバーは、ほとんど
初対面だった。それでも、くだらない話で
盛り上がったり、ふざけあったり、３週間
の共同生活をする中で、仲を深めることが
出来た。この３週間でみんなに助けられた
こともたくさんあった。また、アシスタン
ト、現地で出会ったすべての人々のおかげ
で素晴らしい体験をすることが出来た。こ
の繋がりは、これからも大切にしていきた
い。
ボランティアに参加して本当に良かっ
た。ここで、学んだことは私の人生にとっ
てかけがえのないものになるだろう。

*IC= 茨城キリスト教大学
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「2 年目の成長」
IC 文化交流学科 3 年

S ・M・男

私は、去年もこのカンボジアボランティ
アに参加した。なぜ今年も行こうと思った
か。カンボジアの環境は日本に比べるとよ
いものではない。費用も全体で 25 万はか
かるため、大学生が貯金し、生活するこ
とは難しいものである。アルバイトをし
て、お金をためて、グループが同じになっ
た仲間と授業を考えて、はっきり言って出
発前は忙しかった。それでもまた行きたい
と思ったのは、子どもたちとの交流が楽し
かったからだ。去年は、このような失敗を

ションは鳴り続けていて、失笑してしまっ

したから次はこれをやろう、子どもたちに

た。このときみんなはどのようなことを考

このような経験をさせてあげたいな、と考

えていたのだろう。私はここからどのよう

えるだけでもワクワクした。たぶんただ夏

にして人間関係を築くべきか模索してい

休みを過ごした人は、このような感覚は得

た。このボランティアは、子どもたちに日

られなかったであろう。

本語を教えるだけでなく、同世代の仲間と

8 月７日出発の日。乗り継ぎ先の香港で

共に行動し、生活を作っていくということ

デモがあり、怖かったものの何も影響がな

も大事な目的である。最上級生として、最

く安心した。飛行機に乗りながらカンボジ

初にみんなとコミュニケーションをとらな

アの一面広がる田んぼを上空から見て、ま

ければならないと再認識した。

たこの地に来てしまったが本音であった。

学園生活が始まり、私にとって喜ばしい

空港へ出てからの景色、匂い、音すべてが

再会があった。それは、去年の教え子たち

懐かしかった。相変わらずクルマのクラク

が会いに来てくれたのだ。子どもたちは自
分のことを覚えてくれているか心配だった
けれども、私は一発で分かった。それに気
づいたのか私のところに歩み寄り、「まさ
や」と声をかけてくれた。素直に名前を覚
えてもらえてうれしかった。身長も前に
会った時よりも伸びており、子どもたちの
成長を間近で感じることができた。相変わ
らず子どもたちのクメール語は理解するこ
とができず、ジェスチャーを交えて私に一
生懸命伝えようとしてくれた。夏休みのこ
の時期はカンボジアの塾に通っているらし
い。日本語の勉強も続けているみたいで、
話の終盤戦で盛り上がっていたところで
「あなたは誰ですか？」と言われた。思わ
ずツッコミを入れた。たぶん日本語の意味
までは上手く理解していないようだ。
授業が始まった。教室に入るときは２年
目であっても緊張した。授業の内容として
は、動物、歌、将来の夢を用意した。その
３つの中で１番印象的であったのが歌の授
業だ。正直、歌の授業は個人的に博打で
あった。ほかの授業は比較的に子どもたち
のレベルに配慮し、時間の使い方がイメー
ジできた。また、大きな問題として私たち
が持ってきた日本の歌を歌ってくれるのか
という不安があり、最初は子どもたちの前
で歌うのに萎縮した。しかし、２，３回歌っ

たら慣れた。怖いことにこの茨城から来て
教育者を目指していない素人な私であって
も、アドレナリンを発揮し恥ずかしさを超
え、やる気へと変わった。結果、子どもた
ちは大きい声で歌ってくれた。元気があり、
一緒に歌っていて気持ちよかった。特に赤
クラスが元気のある子どもたちが多く、私
が教室に入った瞬間、歌を歌いだす生徒も
いた。身体的にはキツいが、それ以上にや
りがいや楽しさを吸収することができるの
がこのプログラムの醍醐味である。
カンボジアでやはり目についてしまうの
が貧富の差である。その人が行っている職
業や服装を見て、大体は感じることができ
た。特に子どもの物乞いは、心が痛くなる。
それも裏で指示しているのが大人だという
ことも。ただ日本で生活しているだけで
あったら、このような体験はできなかった
だろう。しかし、このカンボジアという地
で自分には子どもと目を合わせないで、貧
困の子どもには近づかないことしかできな
かった。このような現状に対して、自分に
は何ができるのだろうと考えることが大事
だと思った。小さなことであったとしても
活動は続けていきたい。
最後にこのプログラムは、カンボジアの
現状、教育のボランティアに目がいきがち
ではあるが、初対面にほぼ近いボランティ
ア希望者と 1 か月の生活をいかに円滑的・
協力的に行うかが肝であると私は考えてい
る。この年になると 1 人でできないことは
たくさんある。そのことに対して、みんな
と協力し、目標に向かって行動する。社会
も同じであろう。私たち大学生は、人との
向き合い方も勉強と同様に学ぶべきなので
はないか。この夏休みには、たくさんの人
と話し、いろいろなことを学ぶことができ
た。私は、心の底から 2 年目行ってよかっ
たなと感じているし、この経験を社会で生
かしていきたい。
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に大変助けられました。
また、２週目月曜日の昼過ぎに空き教室
で板書の練習をしようとしていたら、先週
とは違う生徒が 1 人来て、授業を受けても
いいかと聞いてきました。その生徒は新８
年生で、ノートをみせてもらうと、体の名
前や健康についても学んでいて参考になり
ました。
そこで、日本から持参した図書『事前学
習に役立つみんなの修学旅行

広島・山口』

と食堂・ミーティングルームにあった地球
儀を使用して、マンツーマンで日本につい

「カンボジア教育ボラ
ンティア活動 24 日間」
を終えて
放送大学

K・H・男

「大学生協テーマのある旅」はこれまで、
ヨーロッパ・ピーススタディツアー、フィ

した「あいうえお」「漢字」の授業や休憩

て勉強しました。この本は写真もたくさん

時間の交流を通して全６クラス、生徒の実

カラーで載っていて、生徒は 1 ページずつ

態を観察しました。

丁寧にみて感想をきかせてくれました。東

１週目火曜日の昼すぎから空き教室で板
書の練習をしていたら、はじめて５分もし

ればよかったと思いました。

ないうちに、新７年生が数名教室に入り、

その生徒が「明日は勉強しますか」と聞

ノートを取り始め自然と模擬授業となりま

いてきたので、翌日も２人で勉強し、水、

した。これは火、水、木と 3 日続き、この

木は友達が 2 人来て 4 人で生徒が持ってい

時一緒に学んだ生徒が実際の授業では積極

た日本語のテキストを使用して学びあいま

的に手を挙げ発表してくれました。

した。木曜のこの自主ゼミの終わりに「明

授業のタイトルは「体の部位」でしたが、

ンランド教育関係視察研修、文明の十字路

上記の取り組みの過程で、１コマ目を「か

ウズベキスタン周遊、「何もなくて豊かな

らだのなまえ」、２コマ目を「けんこうに

島」フィリピン・カオハガン島に参加し、

ついて」としました。

今回で５回目となりました。

京や京都を紹介した本や、地図帳も持参す

日は勉強しますか」と聞かれ、「明日は最
終日だから時間がない」という話をしたら、
「来年はきますか？」と言われました。
友好学園での２週間は午前の授業もです

「からだのなまえ」では、《あたま》、《て》、

が、昼からの自主ゼミが大変楽しくて仕方

「テーマのある旅」でこれまで参加した

《おなか》など１２の部位を覚えて、「けん

がありませんでした。１週目に左足、２週

ツアーは、関東の学生を中心に１人参加の

こうについて」では、
《あたまがいたい》、
《お

目に右足を負傷して痛みで立つのがしんど

学生がほとんどでしたが、今回は参加者

なかがいたい》などが言えるようになる授

い時もあり、歩くのに支障がありましたが、

16 人のうち、14 人が茨城キリスト教大学

業をしました。

授業と自主ゼミの時間は不思議と痛みを感

の学生で、リピーターも９人いて、そのこ
とに大変驚きました。

さらに、《てをあらう》では、実際にデ

じませんでした。

モンストレーションをし、クラス全員で手

友好学園の教室にある机といすが、以前

５月下旬にこのツアーを申し込みました

の洗い方を勉強しました。手洗いの仕方に

学んだ河合塾で使用されていたもので、河

が、６月下旬に参加者の所属を知り、とに

ついては、１週目にツアー同行者で元看護

合塾で参加していた牧野ゼミの牧野剛先生

かく茨城キリスト教大学に行かなくてはと

師の兵頭さんから教えていただきました。

が中心になって友好学園の教育支援活動を

思い、2 回キャンパスのある日立市大甕ま

そして、授業ではアシスタントさんの通訳

していたことを知っていたので、そういっ

で行きました。

たことも心の支えとなりました。

ツアーのメインである授業についてです

話が変わりますが、友好学園での生活で

が、友好学園での授業チームは２人の構成

気になったことは、LGBT に関する意識が

で、組むことになった学生さんから、先生

全体に欠けていたことです。例えば、「○

と話しあって３セットの授業案のうち、２

○はバナナ」「〇組にゲイがいる」「今年は

セットを彼が、１セットを私が作成すると

カマが多い」などの発言を耳にしました。

いう提案があり、OK しましたが、これは

日本ではここ数年 LGBT に関する報道

失敗だったと思います。
他のチームでは、チームのメンバーでア

が多く、学校教育では当事者の児童・生徒
コン・ボーンさんはキリング・フィールドからの生還者

への支援が行き届いていない現状がありま

イデアを出し協力して授業案を作成してい

す。カンボジアでは、「ライフスキル」と

たので、せめて１セットは２人で試行錯誤

いう LGBT に関する教科を準備しているよ

しながら授業案を作成するべきでした。そ

うです。今後、友好学園でのボランティア

れが、このツアープログラムの醍醐味だっ

活動では、LGBT に関する事前学習が必要

たからです。

だと考えます。

私が考案した授業「体の部位」は、２週

機会があれば、友好学園とコサル・ファー

目火曜日から残り４日間からのスタートで
したので、それまでチームメンバーが考案

ムへまた是非訪れたいと思います。
ツールスレン収容所のサバイバーの方と
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ジョウチャ
カンボジア
クラン！！！
IC 文化交流学科２年

K・F・男

大学 2 年の夏、私はこのプログラムに
参加しました。正直、確固たる意思があっ
てこのプログラムに参加した訳ではなく、

得のいく値段じゃなかった時は帰るふりを

した。しかし、いざ授業を始めてみるとそ

元々は自分の学科の授業で、友達も何人か

するなど値切り交渉をしながら買い物をし

んな不安はすぐになくなるくらい授業はス

参加するし、どうせなら旅行ではあまり行

ていましたが、これがまたかなり楽しいも

ムーズに進みました。私たちの班は、1 セッ

かないような国に行きたいという曖昧で軽

ので、そもそも物価が安いのも相まってい

ト目は日本語での動物の名前と鳴き声を教

い気持ちで参加しました。初めて海外に行

らない余計なものまで買ってました。

えて、国によって名前はもちろん鳴き声の

そしていよいよメインであるボランティ

表現にも違いがあるということを教え、2

のこのプログラムの参加者から良い話も、

ア活動地のプレイベン州にあるカンボジア

セット目では、日本語の歌「WA になって

悪い話もどちらも聞いていて本当に自分は

日本友好学園での生活が始まります。プノ

踊ろう」という歌と歌詞とその意味を、３

カンボジアで 3 週間も暮らしていけるのか

ンペンとは打って変わって学園生活は日本

セット目では警察官や歌手などの職業と

と不安な気持ちも少しありました。そうい

と比べると不便な部分が多く、食べた食器

「○○になりたい」という文章を覚えても

うこともあってか、カンボジアに着いても

を外の水道で自分たちで洗ったり、洗濯を

らって短冊に各々自分の将来の夢を書かせ

「ほんとに来たんだなぁ」みたいな嬉しい

くということもあって楽しみな反面、去年

自分で手でやったり、トイレでは紙が流せ

る七夕の授業をやりました。子供たちはど

けど嬉しくないような微妙な気分でした。

なかったり、シャワーは水で湯船はもちろ

の授業でも物凄い大きな声で読んでくれた

しかし、空港を出てからその気分は一変し

んなかったり、虫が多いので寝床は蚊帳の

り、授業を真剣に受けてくれて、その姿に

ました。首都プノンペン、そこには知らな

中でそれでも虫に刺されるしダニが多かっ

何故か自分も元気をもらっていました。休

い雰囲気の発展した街、読めない文字、自

たりと、行ってみれば分かりますがこの文

み時間も言葉は通じてないのに子供たちと

分たち日本人よりも少し肌の黒い人達、バ

よりも予想以上な環境の悪さです。さらに

喋ったり、ふざけあったりしたり、アシス

イクだらけの道路、日本とは何もかもが違

カンボジアの料理は基本的に日本人の口に

タントと日本語で話したりと良い時間を過

う場所があり、｢これが海外か！｣ とテン

は合いません。果物は本当に物凄く美味い

ごしていました。同じ参加者の友達には目

ションが物凄く上がりました。ホテルも少

んですが、食事は正直あまり楽しみではあ

を輝かせながら授業をしていたと言われた

し小洒落ていて、日本のホテルと大差ない

りませんでした。これらのような生活にお

りして、一番辛いところであろうと思って

くらいくつろげる空間で楽しい海外生活の

いて不便さは予想以上の辛さではありまし

いた授業がこのプログラムの中で一番楽し

始まりを感じていました。

たが、それ以上に学園での生活はのんびり

い時間であったと思っています。

次の日から 2 日間のプノンペン滞在期間

とした気持ちの良い時間でもありました。

そういった楽しい時間もあっという間に

中には、トゥクトゥクというバイクの後ろ

授業が始まるまでに二日間あり、アシス

過ぎ、友好学園最終日、一部を除いたアシ

に 4 人乗りの人力車を取り付けたような乗

タントの学生とも入念に準備を整えてい

スタントと子供たちとの別れはかなり悲し

り物で街を回りながらイオンモールやセン

ましたが、自分は人に日本語を教えるこ

いものがありました。そして学園を後にし

トラルマーケットという大きな市場で買い

と、ましてや言葉が通じない異国の子供た

た残りの１週間はプノンペンのセントラル

物などをしていました。市場では旅行客は

ちに日本語を教えることはもちろん初めて

マーケットやロシアンマーケットで買い物

基本的にぼったくられるので ｢ディスカウ

で、本当に上手くやれるか不安でもありま

したり、トゥール・スレンで少し気分が悪

ント！｣ や買いたい値段を提示したり、納

くなったり、アンコールワットで汗だくに
なったり、パブストリートでワニ肉を食べ
たりとこれまたいろいろな経験をしまし
た。
最後になりますが、このプログラムは辛
いこともありましたがそれ以上に沢山の経
験と楽しいことで溢れた旅でした。本当に
一生の思い出です。本当に参加してよかっ
たと思っています。
それでは、私がアシスタントに教えても
らったカンボジア人と話すときに毎回言っ
ていて口癖に近かったクメール語で締めさ
せていただきます。
ジョウチャ

カンボジア

( カンボジア大好き！ )

クラン！
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わった環境や文化であるが、やはり順応す

Cloud 9

るのには多少の時間を要した。もう少しこ
こに「ディスり」を加えてもいいのであれ
ばまず———————。

IC 文化交流学科 3 年

K・S・男

今夏、私の行先はカンボジアに決まった。

そうこうしているうちに日は足早に過ぎ
去り、気づくとこどもたちとの触れ合いの

今回の旅は私にとって 2 回目である。違う

時間が迫っていた。去年は至極緊張してい

「色」が見えるのではないかという浅はか

たのを覚えている。ここに来るまでに準備

な期待をもってニッポンと暫しのお別れを

してきたもので大丈夫なのか、自分たちが

したのが 8 月７日のときである。去年もそ

教える日本語の授業はどのように捉えられ

うだったと思うが、異国の地へ旅立つとい

るのか、いつでもどこでも不安はつきもの

う「緊張」とある種の束縛されていた日常

のようだ。しかしそんな稚拙な考えは、こ

からの「解放」とでもいうべきか、相反す

どもたちの純粋無垢な綻びが払拭してくれ

るものの同時の高まりを感じた。今年は初

た。愛くるしい笑顔、前向きな姿勢、アク

めてではないため新鮮味に欠ける部分があ

ティブな眼差し、ピュアッピュアな心。そ

るかもしれないが、一年前の自分の「眼」

たと思う。慣れない環境で体調を崩し、食

れらすべては私たちの枯渇した器を満タン

からはみることのできなかったものを 2 回

べ物も全部が全部おいしいとは限らない。

にしてくれるかけがえのないものであっ

目というフィルターを通して視ることが今

寝床や水回りの環境だって最悪だ。それで

た。

も幸せだったと言い切れるのは多くの仲間

回の旅の目的であり、楽しみでもあった。

一週間が経過した頃、私たちは午後の余

に支えられ、共に乗り越えたという「成長」

一旦香港を経由してカンボジアは首都、

暇の有意義な過ごし方を学んだ。ゆったり

プノンペンに参着。
「あぁ、ここだった…」

がみえたからである。教育ボランティアと

とジャミロクワイを聴いたり、「ここ」ら

と、懐古に浸るのも束の間、異国という圧

いう名を背負ってこどもたちに日本語を教

しからぬカフェにアシスタントのみんなと

倒的環境がそこにはあり、一年前を遡って

えるという行為は、結果的に自己の成長に

お邪魔したり、元気なこどもたちと一緒に

いる暇なんてそこにはなった。首都の街並

繋がってくると私は感じた。「教える」立

バスケやサッカーをしたりと、ボランティ

みはおそらく変わっているのであろう。去

場であると同時に「教わる」立場を味わう

アで来ているはずなのに、気づけばその土

年よりも煌びやかになっていた気がする。

ことのできた貴重な時間であったと断言で

地の文化に触れ、様々な人と関わり合って

流石だ、発展途上国には感服の至りである。

きる。そして、そのような貴重な時間の中

楽しんでいる自分がいた。また、今年はあ

カンボジア生活の最初の 2 日間はプノンペ

で授業案を一緒になって考えてくれた班の

る意味天候にも恵まれたといえるだろう。

ンで過ごした。去年よりも短い時間だった

メンバーや毎日くだらないことで笑いあっ

明媚な入道雲が遠景に姿を現し、うっかり

が、この 2 日間はこれから約 3 週間過ごし

た野郎メンツ、活発過ぎて四捨五入すると

魅了されているといつしかそれは頭上にむ

ていくボランティアメンバーとの仲が打ち

男子になる方々には今回の旅全部を楽しま

くむくと覆いかぶさっていた。ハッと我に

解けるにはちょうどいい期間だったのかも

かえり、急いで洗濯物を取り込んだ刹那、

しれない。今回が初めての学生と去年も参

日本ではまずあり得ない叢雨に見舞われ

加した学生、さらには他大学生との交流が

た。ほかにもちょっとした事案や珍事など

この期間内に期待以上の化学反応を起こし

言いたいことは山のようにあるが、文字に

てくれたと思う。特に大きな問題も起きる

起こすと膨大な量になるため今回は割愛さ

こともなく、私たちはプノンペンとオサラ

せてもらう。

バし、今回のメーン会場ともいえる友好学
園へと向かった。

2 回目なのにまったく色褪せておらず、
次々と新しい発見の旅であった学園生活も

烈火の如く降り注ぐ紫外線、忌み嫌う蚊

いよいよ終わりを迎えようとしていた。と

の猛威、あまつさえ絶望的水環境。日本と

りあえず言えることは、この上なく「幸せ

はまるで違う生活環境には去年と同様やは

な時間」だったということである。ただ今

り最初は梃子摺った。それもこれも去年味

思い返すと、相当苦労して悩んだ世界だっ
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ことを決めた理由である。
では実際カンボジアに一ヶ月行ってみて
何を感じたか、またカンボジアに行ったこ
とを点数にするなら何点かを綴る前にまず
このボランティアにどのような人が集まっ
たかについて綴る。まず一言でいうならみ
んな周りをよく見ている人ということだ。
自分は愛知から一人で行き、カンボジアに
行く前は、帰りたいと帰りたくないを比率
に表したら１０：０で愛知県に帰りたい
だったが、旅の終盤に行くにつれその割合
は変わり最終的には帰りたい０：１０帰り
たくないになっていた。それはボランティ
アに参加した人たちが初対面の時から積極
的に話かけてくれ、自分の中にある不安を
取り払ってくれたからである。カンボジア
せてもらった。おーくん。
去年とはメンバーやアシスタントはもち
ろん違うため授業形態も必然と変わってく
る。さらに、ボランティアのプログラム自
体も変わった今回の旅に対して当初は不安
があった。しかし、変わっていくものの中
にもやはり変わらないもの、つまりメンツ
が変わろうとも置かれた環境が違えども、
「その旅」が唯一無二であり、それが幸せ
で楽しいというのは不変であるということ
が発見できた。この発見こそが 2 回目と
いう優位性を利用した最大の宝物だと私は
思う。寺院や遺跡巡りなどの観光でもそう
だったが、2 回目だからこその視点という
のは、1 回目の視点よりも貴重なものを映
す「眼」になり得る。そして、そのような
成長がみられた今夏の活動は自分の未来に
大いに繋がる大切な一歩であることを切に
願う。変わるけど変わらない景色がみえた
この濃い幸せな体験が次へ繋がるとき、私
はもっと違う「眼」をして新しい宝物を探
していきたい。
最後に、今回カンボジアで過ごした 24
日間を書き綴るにあたって題名を何にしよ
うかと考えたとき、この旅で私の心の琴線
に触れたものにしようと思った。晴好雨季
を齎す「入道雲」、余暇の時間に聴いてい
たジャミロクワイの「曲」、旅の終わりに
思った「感情」。これらの意味を踏まえて
設定した題名が「cloud 9」である。

カンボジアと日本と
それから私
愛知大学人文社会学科

１年

T・K・男

「なんでカンボジアに行くの？」
私がカンボジアボランティアに行くこと
が決まってから、飽きるほど聞いた言葉だ。
たしかに初めての海外がカンボジアという
のはかなり変わっている。それに加えカン
ボジアに行く前の私はカンボジアについて
の知識はほぼ０といっても過言ではないく
らいカンボジアという国を知らなく、強い
ていうなら国名と Keisuke Honda がサッ
カーをしたということだけだった。
しかしなぜ私は初めての海外をカンボジ
アにしたのか。その理由としては２つある。
１つ目は英語を学びたかったからである。
私は昔から英語に興味があり将来英語を使
うような職業に就きたいと思っており、カ
ンボジアという国は都市部の人は英語を使
えないと職業がないと言われるほど英語文
化に密に関わっている。また留学にも興味
を持っておりカンボジアボランティアは
１ヶ月という長期間だったからである。
２つ目の理由としては夏休みを充実させ
たかったからである。大学生の夏休みは４
回しかなくその１回をただバイトと遊びだ
けに費やすことはとてももったいなく感じ
たからだ。以上のことがカンボジアに行く

に行く人たちの目的はバラバラであるがと
ても暖かく私を受け入れてくれまるでボラ
ンティア精神の鏡の様な人たちだった。
次に私がカンボジアでどのような生活を
送っていたかである。カンボジアは行く前
の僕のイメージではとても暑いと思ってい
たが実際行ってみたら日本より気温は低く
冷房がなくても快適に過ごせるということ
に驚いた。またカンボジアでは水道水が使
えず歯磨きや傷口を洗うときなどにペット
ボトルを使うという体験は非日常的な生活
であり新鮮な体験だった。僕が一番衝撃を
受けたのは友好学園という学校での生活
だ。学園ではお湯が出ず、洗濯物は洗濯機
を使わず手で洗い、トイレにはトイレット
ペーパーを流さず隣に設置しているゴミ袋
に入れるという生活。慣れるのには一週間
程度時間かかり驚かされるような経験がた
くさんあった。その中でも一番驚かされた
のは虫という生物。海外でアジア圏でもあ
るということから虫が出るということはあ
る程度想像していたが、自分の想像をはる
かに上回るような虫の出現には衝撃を受
け、また干した洗濯物にも３匹ほどのカメ
ムシが毎回ついていたことは今でも鮮明に
覚えている。カンボジアではたくさんのこ
とに衝撃を受けたがそれと同時に日本がど
れだけ恵まれているかを実感することがで
き、これからの自分自身の生活を見返して
みようと思える貴重な体験をした。
主となる日本語を教える教育ボランティ

(
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アでは、自分たちが教える以上に生徒から
教えてもらったことの方が多かった。生徒
は学年は一緒だが年齢が違い日本ととても
異なっており、また授業をする教室も冷房
どころか扇風機もついておらず雨漏りもす
る状況でも、どの生徒も授業に積極的に取
り組んでおり、自分たちが提議する問題に
も元気よくほぼ全員の生徒が手を挙げてく
れる姿などを見て、大学生の自分も普段の
講義をもっとしっかり受けなければという
気になった。
また私は同じ班になった人とカンボジア
に行くまでほとんど電話でしか授業につい
ての連絡を取り合っていなかったのでとて
も不安だったが、たくさんの友人や先輩の
助言もあり授業を良い形で終わらせること
ができた。また授業が始まる直前まで不安
だらけだったが、いざ始まってみると子供
たちは元気に手を挙げてくれ不安が吹き飛
んだ。授業をするうちに子供たちとの距離
が縮まっていき、終盤には一緒にバスケッ
トボールをするようになり、友好学園最終
日に子供たちからプレゼントをもらったと
きには言葉が出ないくらいうれしかった。
また自分たちが授業で教えた言葉を次の日
子供たちが使っている姿を見て、教えると
いうことを実感したり、子供たちの成長を
見ることができてとてもうれしかった。
それと同時に、話す言語が異なっていて
も表情や仕草を見ていればある程度通じ、
理解するということがわかった。私は今回
カンボジアに行ってみて、現地での生活と
思い出はとても濃く決して忘れない。そし
て現地のアシスタントと一緒にカンボジア
に行った仲間には感謝をしてもしきれない
くらい助けられた。なので次は自分が返せ
るようにしたいです。
ありがとうカンボジア

転しているように見えた。空港を出て交通
状況を見ただけで文化の違いを見せつけら

毎日が自分を
成長させる経験
IC 文化交流学科

３年

れとてもわくわくしたのを覚えている。
二日ほどプノンペンで観光や準備をし
て、友好学園で子供たちに授業を教えるボ
ランティアが始まった。友好学園について
I・R・男

最初の二日間は自分たちの生活環境を整え

自分はこのボランティアに参加してよ

ることや授業をよりよくするためにどうす

かったと思っている。参加する前は、あま

るかなどの話し合いがあった。自分は掃除

り良いイメージもないカンボジアにボラン

があまり好きではないことや、生活環境が

ティアで知り合ったばかりの人たちと行く

プノンペンとは大きく異なったこともあっ

ということに不安を感じていた。しかし、

て初日はかなり元気がなくなった。プノン

カンボジアで見る景色や人々の生活は見た

ペンは自分が想像していたカンボジアとは

こともないものばかりで毎日が新たな経験

違い、栄えていてスーパーもありあまり不

であふれていた。現地の子供たちに日本語

便に感じなかった。しかし友好学園の近く

を教えた日々は日本にいては経験すること

には高さのある建物などなく靴を履く人も

のできなかったことで自分の成長につな

ほとんどいなかった。友好学園ではシャ

がったと思う。

ワーは水しかでない。信じられないくらい

自分が最も不安に思っていたことが人間

蚊に刺される。寝床はベッドなどなく広い

関係だった。ボランティアに参加したメン

テーブルの上に持参したマットを敷く。自

バーの中には去年もこのボランティアに参

分が想像していたカンボジアが襲いかかっ

加した人が多くすでに仲良しの人たちばか

てきた。同じ国なのに都市部と田舎での生

りだった。自分は人見知りで、毎週金曜に

活水準があんなに違ったことにもとても驚

行われた話し合いはとても憂鬱だった。し

いた。この時はここで２週間生活していく

かしカンボジアでの共同生活が始まると食

ことにかなりの不安を感じていた。

事で話したり一緒に観光したりすることで

しかし生活してみると自分が気になった

すぐ打ち解けることができ、一番の不安要

のは蚊に刺されることくらいのものでほと

素は二日ほどで解消された。今では信じら

んどストレスもなく生活することができ

れないくらいみんなと仲が良い。カンボジ

た。

アでの生活を共にしたメンバーには感謝で
いっぱいだ。

友好学園では自由時間が多く、自分は自
由に使えるバスケコートでバスケをするこ

カンボジアに着いてすぐにカルチャー

とが多かった。はじめは一人でシューティ

ショックを受けた。カンボジアではほとん

ングをしていた。すると一人の男の子が近

どの人がバイクで移動をしていて常に渋滞

づいてきてバスケをしたそうにしていた。

だったのだ。バイクで道路を逆走する人や

もちろん言葉は通じない。しかしボールを

歩道を走る人、四人乗りする人たちなど

パスするとその子は笑顔でシュートを打ち

様々な人がいて秩序はほとんど無いよう

始め、自分が「ヘイ！」と声をかけボール

だった。しかし事故を見ることは一度もな

を欲しそうな様子を見せると笑顔でパスを

かった。日本では交通ルールを守って運転

くれた。通じているのかもわからない簡単

していても事故が起きるのを見かける。カ

な英語で話をかけてみたりジェスチャーで

ンボジアではルールがない代わりにみんな

気持ちを表現してみたりして一緒にバスケ

が周りに注意を払って、また譲りあって運

をしているだけでお互い笑顔が尽きなかっ
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た。そんな様子を見て現地の中学生くらい
の子が３人近寄ってきた。その子たちにも
パスを送ると笑顔でシュートを打ち始め、
ジェスチャーでパスを要求するとパスをく
れ、笑顔で拍手をすると喜んでいた。自分
はその時、言葉も通じないのにコミュニ

感じ方が違った
カンボジア

ケーションが取れていることに感動し、言
葉の壁を簡単に超えることができるスポー
ツがすごいと思い改めて好きになった。
休日が終わり、子供たちへの授業が始
まった。自分は教員を目指しているわけで
もないので授業をすること自体が初めて
だった。自分のグループには去年も参加し
た人が二人いたので最初は教え方や声の出
し方をマネして授業をした。教室を歩いて
いると子供が「センセー！」と声をかけて
きた。子供たちは学習意欲にあふれていて
わからないことがあったら積極的に呼んで
くれた。お互い言葉が通じないから何を聞
きたいのかわからないこともあったがジェ
スチャーでどうにかなることがほとんど
だった。発音を聞きたい子が多く、発音し
てあげるとひらがなの上にクメール語でメ
モをしている姿がとても印象的だった。授
業が終わると元気に自分を呼びちょっかい
を出してくる子供たちがとてもかわいかっ
た。自分が教えたことを真剣に学び、また
一緒にサッカーやバスケをした友好学園で
の子供たちとの生活はあっという間で観光
よりも濃い思い出になった。自分が教えた
ひらがなや単語が子供たちの役に立てたの
ならとてもうれしい。
カンボジアでの生活は不便なことも多く
生活環境は日本に比べて大変なことも多
かったが、毎日が自分を成長させる経験で
あふれていた。知り合ったばかりの人たち
との共同生活や文化の違いによる不便な生
活、言葉の通じない人とのコミュニケー
ション。今ではどれもが日本でふつうに生
活していても得ることのできなかった大き
な財産になったと思っている。参加するか
迷っている人はぜひ参加してほしい。

IC 文化交流学科

2年

S・T・男

今回の海外ボランティアは、私にとって
二回目の海外ボランティアであり二回目の
カンボジアであった。前回のボランティア
終了後は今年もカンボジアに行くとは思っ
ていなかったが、夏休みが始まると気が付
いたらカンボジアに私はいた。
去年は、カンボジアに着いてから見るも
のすべてが新鮮で驚きの連続であった。去
年のレポートを読み返すと、聞いたことの
ない言語、道路を埋め尽くすほどのバイク、

レや風呂、水道など、生活環境全てが日本

初めて見るトゥクトゥク等と見るものすべ

とは違い生活しにくい環境である学園。去

てに驚いていたようだ。しかし、二回目の

年はそこに慣れるのに、ある程度の時間を

今年は感じ方が違い、地元の友達に久しぶ

要したのを今でも覚えている。今年はそこ

りに会うようななつかしさを感じた。それ

になんの驚きも、不安も感じることがなく

でも驚くことは多々あり、たった一年の間

慣れると感じ方がここまで違うのだという

に去年より発展したカンボジアの姿を多く

ことに気づき、それが少し可笑しく面白

の場所で目にし、その発展のスピードに驚

かった。学園での生活日数は去年より少し

愕した。

多く設定されており、授業初日までの時間

カンボジアに着いて初めての夕飯は中華

が多くあった。まだ授業を行わない日でも

料理だった。カンボジアには中国人が多く

子供たちは学校に来たりしていてその中に

住んでおりそのためいろいろな場所で中華

は去年教えた子供達もたくさんおり懐かし

料理屋を目にした。味は、中国人が多く住

く感じた。

んでいるだけあり、日本風中華料理とは違

慣らしの日程の中で学園の子たちがパー

い、辛味がドーンと突き刺すような料理が

ティを開くと言って私たちを招待してくれ

たくさんあった。また、パクチーが入って

た。少し日本のお菓子を持って参加し子供

いる料理もあり、それを食べた瞬間、「あ、

たちの雰囲気を近くでしっかりと実感でき

今カンボジアにいるわ」と実感した。カン

た。そのパーティでは驚くことがあった。

ボジアにいると様々な場面でパクチーやレ

一つ目は、目の前の席に座っている子がお

モングラスといった日本では高級とされる

酒を飲みだしたことだ。周りの人たちも普

葉物類に出会う。去年と合わせ約二か月カ

通にみんなに配り普通に飲んで子供達も普

ンボジアにいたが、いまだに美味しいと

通の顔をしていた。みんな普通にしすぎて

思ったことはない。

いて自分がおかしいんじゃないかと思った

カンボジアでの醍醐味はマーケットでの
値切りだ。去年の最初の頃は少しビビって

が、日本に帰ってきて思った。やはり私は
間違っていない。

しまいあまり値切れなかったが、今年は最

二つ目は、お酒を飲む子供に圧倒され少

初からエンジン全開で値切り交渉に挑むこ

し言葉を失っていた時、去年、私のアシス

とができた。そして日本では味わうことの

タントをしてくれた「カッカダ―」が「拓

できない言葉の通じない人との値切り交渉

海さん！！」と後ろから私の肩を急につか

に気持ちよさを感じていた。そのような去

んできたことだ。去年のアシスタントがい

年のなつかしさをプノンペンで思い出して

るとは聞いておらず、急に表れたカッカダ

いた。

―に、子供がお酒を飲んでいることなどど

気が付くとカンボジア慣らしの数日は終

うでも良くなってしまうほどに喜んだ。今

わり、学園へと向かっていた。去年は学園

年も私たちのアシスタントをしてくれるみ

に着いたときに何もない景色を目にし、
「と

たいだったのでその場で、私のグループに

んでもないところに来たな」と思ったが、

スカウトをした。

今年は去年の続きのような感じがし、いつ

色々あった学園での慣らしが終わり、迎

もの日常に戻ったような感覚がした。トイ

えた授業初日。一回目の授業で少し焦りは

(
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の参加者らで用意したパンやラーメン、お
茶漬け、味噌汁などを食べる。他には、朝
食に残ったご飯やおかずを食べる。夕食は、
朝食と同じようにご飯とスープ、炒め物の
おかずが出る。
（２）授業
授業は日本語の授業をやる。例を上げる
と、日本語の歌で「あいうえお」を覚える
授業や世界地図を使って国の名前や世界遺
産を覚える授業などがある。私は、日本の
漢字を覚える授業をした。黒板にイラスト
したが、去年のことを体が感覚的に覚えて

せてくれて間一髪で助けてもらえたのはい

を貼り、イラストの隣に漢字と読み方を書

おり楽しく授業を行うことができた。最初

い思い出だ。

いた。板書したものを生徒達がノートに書

は少し緊張していた子供達もゲームなどを

去年も訪れたカンボジア。しかし、感じ

き写しているかを確認しながら、漢字の書

交えることで緊張がほぐれ、次第に笑顔を

ることは全然違った。一度知ることで考え

き方と読み方を丁寧に教えていた。漢字の

見せてくれ、この活動の面白さをもう一度

方は大きく変わることを改めて身にしみて

授業をしていく中で、ゲームが一番盛り上

実感することができた。

感じた。一定数の人は、カンボジアだけで

がった。隣に貼ってあるイラストが、どの

学園での生活が終わりを迎えるころにな

なく、外国人という存在に対して偏見を抱

漢字なのか当てるゲームをした。ゲームを

ると代表の子供たちはお別れ会の文を考え

いているのではないかと思う。実際、私自

通して、生徒達が日本の漢字に興味を持っ

始める。カンボジア人のアシスタントだけ

身高校生の頃はそんな考えを抱いていた。

てくれたことが、私はとても嬉しく思った。

では難しくそこには何人かの日本人が顔を

しかしそれは自分の世界しか見ておらず、 （３）午後の自由時間

出した。私も少し遅れて顔を出した。アド

もっと他の広い世界を見ようとしないから

午前中は授業をするが、午後は授業がな

バイスをしようと子供たちの考えた文を見

そのような考えを抱くのだと思う。一度で

く自由時間である。自由時間は学園に来て

ると自分が考えた授業が一番面白いと書い

いいから広い世界をのぞくことで考え方は

いる生徒達と遊んでいた。私は、アルバイ

てくれていて、とてもうれしかったが、お

大きく変わる。それを実感することができ

トの経験を生かして水ロケットを作り、生

別れ会当日に聞きたかったなとも思ってし

て今回この活動にもう一度参加することが

徒達の前で水ロケットの実験を見せ、生徒

まった。

できて良かったと感じた。

達を喜ばせた。水ロケットは、出発前に日

そんな学園生活は二週間ほど続いた。去

本で材料を購入し、学園で完成させた。本

年は毎日下痢で少しつらかったが、今年は

当は日本で水ロケットを完成させ、実験を

良好な健康状態で良い学園生活を送れたな
と思っていた学園生活残り二日目の昼。事
件は突然私の身に起きた。それはお別れ会
を終えた日の昼食後。いつものようにみん

カンボジア日本
友好学園での体験
IC 文化交流学科

なとふざけていた。すると急激な吐き気に

３年

S・S・男

襲われそのまま私はダウンした。毎日学園
健康生活を達成することができると思って

してから現地に持っていく予定だった。し
かし、授業や荷物の準備が忙しかったため、
日本で作る余裕がなかった。学園に到着し
てから作り始めて完成させたが、一度も実
験をしていなかったため、実験が失敗する
のではないかと不安に思っていた。生徒達

【私が体験した学園でのスケジュール】

に実験を見せる前に、試しに実験をしてみ

いたが惜しかった。あれは何だったのか未

時間

内容

た。水ロケットは高く飛び、実験は成功し

だにわからないが今となってはいい思い出

５時

起床

た。不安がなくなったおかげで、生徒達と

です。

６時

朝食

楽しい実験をすることができた。

色々あった学園での、長くも短くも感じ

７時～１０時５０分

た二週間は終わりを迎えた。カンボジアで

１２時

感じたことは今年と去年とでは違うことが

１３時～１６時

多かったが、別れの感じ方は今年も去年も

報告会

同じだった。そしてここからはプノンペン

１６時

入浴

とシェムリアップ観光が始まった。プノン

１８時

夕食

ペンではトゥールスレンや博物館に行きカ

２０時～２１時

ンボジアの歴史に触れた。

ング

シェムリアップには有名なアンコール

２２時

授業

昼食

報告会は各チームがその日に担当したク
自由時間、チームごとの

チームごとのミーティ

就寝

ワットがある。去年も訪れ今年も見ること
ができることに少し喜びを感じながら向
かった。が、体調不良のため途中でダウン

（４）チームごとの報告会

１．学園での生活について
（１）食事（朝食、昼食、夕食）

した。バスで待っている間にトイレに行き

朝食と夕食は学園の管理人が調理した料

たかったが近くにトイレがなく困っている

理を食べる。朝食は、ご飯とスープ、炒め

と、バスの運ちゃんがバイクに２けつで乗

物のおかずが出る。昼食は、ボランティア
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ラスについて話す。例えば、担当したクラ
スの生徒数や生徒達の様子について話す。

３．今年の活動を振り返って

(
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授業をやりながらアイデアがたくさん思い

私は今年の活動に困ることが特になかっ

つくようになった。思いついたアイデアは

また、自分のチームで作った授業がどのよ

た。今年は１年前の経験を活かして授業を

すぐに試した。今年の活動を振り返って一

うな結果になったかを話す。私は漢字の授

作り、計画通りに動いていた。１年前に初

番良かったことは、１年前の経験を授業に

業をしたので、漢字の授業で良かった点と

めて授業をしたときは失敗が多かったが、

活かすことができたことだ。

悪かった点について話した。まず良かった

今年は失敗が少なかった。嬉しいことに、

点は、ゲーム形式に授業をしたことで、生
徒達が漢字に興味を持ってくれたことだ。
逆に悪かった点は、難しい漢字を何人かの
生徒が書けていなかったことと読み方の発
音に難しい部分があったことだ。私は、悪
かった点を報告会が終わった後に授業の修
正をした。
（５）チームごとのミーティング
チームごとのミーティングは、チームメ
イトとアイデアを出しながら授業の修正を
する。他には、授業をしたときの手ごたえ
や生徒の反応について話す。私のチームで
は、生徒達が楽しく授業ができるようにす
るために、ゲーム形式に授業をする部分を
修正した。生徒達はゲーム好きであるため、
ゲームの種類を増やした。私はゲームの種
類を増やすことで、授業が楽しくなり、生
徒達が難しいことに挑戦する気持ちが出て
くると思ったのだ。
２．学園で注意していたことについて
私が学園で注意していたことは、蚊とダ

通じない言語を
超えて会話する
IC 児童保育専攻１年

O・S・女

私がこのボランティアに参加したのは、

料理もあってカンボジア独自の料理だけで
なく他国の料理も食べられることに驚きま
した。
最初は、本当に早く帰りたいと思ってい
ましたが、途中からずっとカンボジアにい
たい、カンボジアにいることが楽しいと思
えてきました。そう思えたのは、カンボジ

ニに刺されないようにしていたことであ

ただ子どもと関わりたいという興味があっ

アで出会った子どもたち、協力してくれた

る。私は、なるべく蚊に刺されないように

たからです。

アシスタント、そして 24 日間共に過ごし

するために、就寝する前に蚊取り線香の煙

いざカンボジアに行ってみるとバイクが

を蚊帳の中で充満させてから就寝した。日

いっぱい通っていたり、怖そうな人がいっ

幼児保育を学んでいる私にとって子どもに

本の蚊とは違って、現地の蚊は夜になると

ぱいいたりで恐怖しかありませんでした。

日本語を教え一緒に学ぶこと、通じない言

昼間よりも数が増える。そのため、私は夜

しかもトイレは汚いし、お風呂は水シャ

語を超えて会話をすること、一緒にスポー

に蚊取り線香を２つずつ使っていた。蚊に

ワー、日本のトイレもあまり入れなかった

ツをして遊ぶこと、クメール語を子どもた

刺されたときは、病院で購入した塗り薬を

私にとって最悪の環境でした。特に食生活

ちから教わることは、とても楽しく幸せな

使って治していた。病院の塗り薬はとても

は大変でした。カンボジアの動物は日本と

時間でした。

効果があり、次の日には大きく腫れたとこ

違って痩せ細っているので肉があまりつい

カンボジアに行く 2 カ月前から同じグ

ろが治っていた。

ていなくて食べられる部分はほぼありませ

ループの人とどういう授業案にするか、ど

ダニについては、就寝用のマットを敷く

んでした。料理に動物の足が入っていたり

ういうゲームを行うか、準備することなど

前にレジャーシートを敷いて、その上に就

味付けにはパクチーやレモングラスなどが

たくさん話し合いを重ねました。私は日本

寝用のマットを敷いて就寝した。この方法

使われていたり、虫や蛙、鰐を料理として

で、塾のバイトをしているので教えること

は、１年前に初めて学園に来たときに思い

食べることもあったりして食文化の違いを

には自信があったのですが、日本語を通じ

ついたことである。１年前に来たときは、

改めて感じました。ですが、カンボジアに

ない子どもたちに教えることは、とても難

そのまま就寝用のマットを敷いて寝ていた

も日本食やカフェ、韓国料理など美味しい

しかったです。ゲームで神経衰弱を行った

た仲間の存在があったからだと思います。

が、次の日になると背中や尻のあちこちが

のですが、ルールの説明がうまく伝わらず、

刺されていた。とても痒かったせいで、尻

子どもたちはカードをめくって戻す度に混

が血だらけになったことがあった。今年は

ぜてしまい、ゲームが成立しませんでした。

刺されないようにするために、安全な対策

そこで２回目からの授業では、混ぜること

を出発前から考えていた。そこで思いつい

は伝えずに、私たちがカードを配っている

たのが、レジャーシートを敷いてからマッ

時に混ぜることで子どもたちが混ぜること

トを敷くことだった。レジャーシートを敷

はなくなり、神経衰弱をすることができま

いたことで、今年はダニに刺されて苦しむ

した。そこから、説明をする際に、相手の

ことがなかった。

知らないことを伝える難しさと工夫をすれ
ば伝わるということを学びました。

(
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また、私たちが発音してもクメール語で
は発音できない音があったので、子どもた
ちは別の音を発音してしまって大変でし
た。なので、大きく口を動かしてみせたり、
何回もその音を繰り返して発音したりして
正しい発音を伝えることができました。初
めて言語の違いを身近に感じることができ
ました。
初回の授業をやってみて驚いたことは、
子どもたちの学習意欲の高さです。子ども
たちは、わからない単語や発音があると積
極的に聞いてメモをしていました。日本で
は、あまりない体験だったので最初は戸惑
いましたが、２回目からの授業では、子ど
もたちの頑張る姿を見て自分から子どもた
ちの所に行って、ひらがなの間違いを直し
てあげたり、正しい発音を教えてあげたり
しました。すると、子どもたちはとても喜
んでくれるので、子どもたちのためにより
頑張ろうと思えました。その努力もあり、
子どもたちに早く名前を覚えてもらえ、教
室に入った時にすぐ名前をよんでもらえた
こと、それが何より嬉しかったです。
お別れ会では、3 人の子どもたちが代表
をして、日本語を使い話してくれました。
その言葉はとても心に響き、来てよかった、
みんなと会えてよかったと思わせてくれま
した。最後のお別れの時、休みの日にも関
わらず会いに来てくれ、Google 翻訳を使
い一生懸命に私たちと会話しようとしてく
れる子、お花をくれる子だったり、涙を流
して抱きついてくれる子だったり本当に離
れたくなくて、私自身も涙が止まりません
でした。

はわからないが、昨年ほど気にならなかっ
たように思う。また建物が増えたり、トゥ

カンボジアで
過ごした夏
IC 文化交流学科

2年

クトゥクの新しいバージョンが普及したり
などカンボジアはどんどん成長、発展して
いることを肌で感じた。
N ・H・女

私はこの海外ボランティアに参加するの

環境や食生活、大変なことはたくさん

は２回目になる。カンボジアの可愛い子供

あったけれど、それよりも子どもたちと過

たちにまた会いたいという思いや、参加す

ごした 10 日間は、自分の経験にプラスに

ることで少しでも自分の悪いところや考え

なることばかりでとても有意義なボラン

を変えていければという思いがあり、行く

ティアになりました。このボランティアに

ことに迷いは無かった。

参加して本当によかったです。

昨年と今年で変わったこと、変わったと
思うことがいくつかある。最初に学校主催
ではなく生協のスタディツアーになったこ
とが挙げられる。生協主催になったことで
生協から情報が伝えられるが、その伝達が
うまくいっていなかったことや、昨年２人
いた引率の先生が今年はひとりになってし
まったこともあり、出国前まで不安があっ
た。だが、カンボジアに着いてからはもう
不安よりもワクワクのほうが大きかった。
プノンペン空港に降り立ったとき、独特
の匂いや走っている乗り物、建物を見て今
年も３週間濃い夏が始まることを実感し
た。しかし、独特の匂いは空気がきれいに
なったのか、自分の鼻に耐性がついたのか

友好学園でいろいろな人に再会できたこ
とで今年も参加して良かったと思った。ま
ず、アシスタント数人と会えたのだが、す
ごく日本語が上達していた。約１年間日本
に留学をして最近カンボジアに帰ってきた
アシスタントとの会話は日本人と会話して
いるのと変わらなかった。昨年教えた子供
たちにも再会できた。１年ぶりの再会にも
かかわらず私のことを覚えていてくれてい
た。セルフィー！セルフィー！と再会を喜
んでくれて、１年前よりも確実に上手に
なった日本語で挨拶してくれた。自分と２、
３年しか年が変わらないアシスタントの英
語や日本語など母語以外の言語の習熟度の
高さや学生の日本語学習への熱心さには、
頭が下がる思いである。
また、カンボジアでしか会えない自分に
も会えた気がする。自分は日本では虫嫌い
で潔癖症なところがあるが、特に学園では
外で干している洗濯物にくっつくたくさん
の虫を素手で取ることができた。またご飯
にハエが２、３匹とまっていても、床が砂
だらけでもまあいいかというスタンスで過
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タンの生活
in Cambodia
IC 文化交流学科

２年

T・H・女

今年、２回目の海外ボランティアだった。
カンボジアの風景は１年前と違って、トゥ
クトゥクの形が変わり、心なしか車の台数
も増えているように見えた。去年に引き続
き、今年も参加したいと思った理由の一つ
は、そういったカンボジアの街並みの変化
を見てみたいと思ったからだ。
カンボジアに着いた１日目、久しぶりに
ごすことができた。できたというより、こ

授業について、今回自分は昨年とあまり

カンボジアの空気を吸い、久しぶりにカン

の２週間過ごすためにはそうならざるを得

代わり映えのない授業だった。ほかの参加

ボジアの味を思い出した。最初は去年と同

なかった。だが、この生活はつらいことば

者はかるたや歌、習字などを取り入れ、子

様、プノンペンで観光をした。プノンペン

かりではなく、日本ではあまり体験できな

供たちが日本語、日本文化について楽しく

で大きなマーケットであるセントラルマー

い生活だったからこそ一緒に行ったメン

学べるように工夫を凝らして授業を練って

ケットやイオンなど、マーケットやショッ

バーで共有できる出来事が色濃くなり、よ

いた。子供たちはどんな授業でも一生懸命

ピングモールを巡った。セントラルマー

り良い思い出となったと思う。

取り組んでくれるが、ほかの参加者に負け

ケットは久しぶりの空気感に懐かしさを覚

ないような興味深い授業にできなかったこ

えたと同時に、食べ物売り場のにおいだけ

とが今回の一番の反省点である。

はやっぱり慣れないと思った。

今回このボランティアには２回目の参加
者が多く、メンバーはあまり入れ替わらず

ついに学園に行く時が来た。学園には新

１回目ほどの緊張はなかった。だが、前回

また２つ目の反省点として、今年は昨年

と違うのは後輩と一緒に過ごすということ

もカンボジアに行った余裕からか警戒心が

しい校舎が建っていた。今年は去年と違い、

であった。自分は中学、高校時代と接し

薄かった。ネックルーンのホテルではオー

アシスタントは同じ女子部屋で生活せず、

方がわからず後輩というものを避けてい

トロックではないため手動で鍵を閉めなけ

女子の人数も少なかったため、少し寂しく

た。今年自分は２年生に進級して１年生が

ればならない。だが、鍵をかけるのを忘れ

感じた。いよいよ学園での生活が始まる。

３名参加することになり、仲良くなれるか

て寝てしまった。夜中ドアを開ける音がし

水シャワー、蚊の多いトイレ、蚊帳の中で

とても不安だった。それにカンボジアに着

て焦って飛び起きると違う部屋の友人たち

の睡眠、とても気が引き締まる思いだった。

いて最初に宿泊するホテルでは１年生と２

が立っていた。ドアを開けた人が彼女たち

何よりも、今年は去年よりも犬が２匹増え

人部屋。今だから言えるが憂鬱だった。だ

でなかったらと思うと恐ろしい。また、ほ

ていた。しかもその犬は去年と違い、トイ

が、いざ同じ部屋になってみるととても楽

かの２回目参加の友人は日本風の居酒屋か

レに行くのにも私たちの後をいちいちつい

しく、あだ名や呼び捨てで呼び合えるほど

ら帰る際にスマートフォンを失くしてし

て来るのだった。去年と同じ生活が始まる

になった。今まで後輩だからと壁を作って

まった。一度訪れた場所だからと言って気

ドキドキと今年初めての環境で不安なドキ

しまっていた自分が恥ずかしい。生協のツ

が緩んでしまったのかもしれない。今では

ドキが混ざって、複雑な気持ちで学園生活

アーだからこそ他学科、他大学、他世代か

笑い話だが、自分の身や物を守ろうとする

１日目を過ごした。

らの幅広い参加があって、カンボジア人だ

緊張感があまりなかったのはとても危ない

けでなく日本人同士での文化交流もあり、

ことだと痛感した。

そこからの学びもあったように思う。

授業開始。久しぶりの授業は時間に余裕
を持ち、良いペースで授業を進めることが

２回目の参加では、１回目では感じるこ

できたと思う。最初は動物の授業だった。

との出来ないことを感じられた。今回の参

２回目とはいえ、とても緊張した。授業で

加で１年前の自分より良い方向に変わるこ

は、動物の名前と鳴き声を練習した。鳴き

とは出来たのか？

それはまだわからない

声は現地での言い方も教えてもらった。日

が、これらの経験やそこで得た友人は今後

本でカエルは「ケロケロ」というのに対し

の私の人生においてとても大きい存在にな

て、カンボジアでは「オッオッ」というよ

ると思う。

うな発音だった。日本とは違う捉え方をし

１年前のあの日カンボジアに行くことを

ているので、最初に聞いたときはどうして

決意して良かった。嫌なことや大変なこと

そうなったのだろうと思ったが、よくよく

もあったが、何より楽しく濃い夏だった。

考えてみると、カンボジアでの言い方のほ

良い経験になるからと背中を押してくれた

うが、日本の言い方よりもリアルに鳴き声

両親に感謝である。また、貴重な体験をさ

を捉えているなと思った。その後も授業は

せてくれたこのプログラムとカンボジアと

進み、子供たちも楽しそうに授業を聞いて

参加者の皆さんありがとうございました。

くれたように思う。また、授業外で遊んで

オークン！

いるときに「にわとりはコケコッコー」と

(
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授業で教えた文を言ってくれたりして、嬉
しくなった。
授業開始から４日目の後半から第２セッ
トの授業に入った。第２セットは私の苦手
な歌の授業で、「WA になって踊ろう」の
サビの部分を教えた。日本にいたときから、
私たち一番不安だったセットだった。とこ
ろが、教室に入り、みんなの前で「今日は
歌 の授 業 をし ます！」と言うと、みんな
「イェーイ！」と大きな声をあげて喜んで
くれた。まずは、日本語の発音を教え、そ
のあとでリズムと音程をつけた。最初は手
拍子をつけて原曲に合わせて歌おうと思っ
たのだが、どうしても手拍子が合わなく、
ごちゃごちゃしてしまった。そこで、私た

トだ。３セット目は七夕を使った職業の授

生活が始まった。学園生活での達成感と観

ちは手拍子も原曲もやめて、自由に歌って

業だ。七夕は竹を持っていくことはできな

光が始まるというドキドキ感で私は油断し

もらうことにした。ゆっくり、子供たちが

かったため、グループ内で相談し、窓にひ

ていたのだろう。私はプノンペンでスマー

追い付けるくらいのスピードで歌うと、と

もをつけ、そこに自分たちで願いを込めて

トフォンをなくした。そのあと、友達とと

ても元気よく大きな声で歌ってくれたた

縛ってもらった。短冊に「せんせいになり

もに探したが、見つかることはなかった。

め、不安だった歌の授業も、楽しくなった。

たいです」と書かれているのを見て、私は

日本にいるときから、何か予感のようなも

前半が終わり、土日の授業がない日に川

少し嬉しくなった。自分が先生という立場

のをしており、去年はしなかった予防接種

の近くのネックルーンに行った。去年は歩

で訪れ、子供たちに「せんせっ！」と呼ば

をしっかり受け、薬も去年より多く持って

くと道路にはもちろん店の前にドンと座っ

れる日々。そんな中、先生になりたいと思っ

行った。しかし、スマートフォンをなくす

ている牛がたくさんいて、地面は土なのか

てくれていることは素直に嬉しいと感じ

とは思ってもいなかった。本当に浮かれて

粉なのかわからない状態だった。クイティ

た。

いたのだ。私の人生で指３本に入るくらい

ウを食べた店には子供の物乞いがいっぱい

お別れ会の日、第 2 セット目の歌を、他

いて、味をあまり感じることなく食べたの

の日本人の先生やコン・ボーンさん、藤田

を覚えている。しかし、今年は牛の数が減っ

先生の前で全員で歌ってもらった。久しぶ

今回、2 回目の海外ボランティアで去年

ていた。クイティウのお店も全く子供の物

りの歌にもかかわらず、元気に大きな声で

の反省を生かし、楽しい授業が行えたよう

乞いがおらず、今年はしっかり味を感じて

歌ってくれたため、とても感動した。今年

に思う。また、子供たちとバレーやバスケ

食事ができた。川の向こうの景色も一変し

また来てよかったと思った。泣きながら抱

をするだけではなく、クメール語を教わっ

ていた。去年は人がおらず、犬やニワトリ

き着いてくれる子やプレゼントをくれる子

たりして、去年はできなかったことができ、

などの動物と廃墟のような建物だけがあっ

を見て、離れがたくなった。お別れ会の日

仲を深めることができた。子供たちが元気

た。しかし、今年は人がいた。子供がいた。

だけではなく、私たちが出発する日にも見

に手を挙げる度、教えた言葉を授業外で

トランポリンもあった。子供たちはそれで

送りに来てくれた。名残惜しかったが、ま

言ってくれる度、子供たちが「せんせっ！」

バク宙していた。ジュースも売っていた。

たいつか来るよ、という言葉を残し、絶対

と呼んでくれる度、子供たちの笑顔を見る

１年の変化に驚きが隠せなかった。

また来ようと思いながらその場を去った。

度、言葉では言い表せない嬉しさがこみ上

授業の後半が始まり、ついに最後のセッ

大変だった学園生活も終わり、観光客の

落ち込んだ。私の iPhone は今頃どこを旅
しているのだろうか。気になるところだ。

げる。
いつになるかはわからない。だが、私は
またカンボジアに訪れるだろう。おいてき
たモノを探しに。
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I LOVE
CAMBODIA
IC 文化交流学科２年

S・S・男

大学生のうちに大きな挑戦がしたいと思
いこのプログラムに参加してから 1 年が
経った。周りの人からは「なんでカンボジ
ア！？」「今年も行くの？」という質問を
何度もされた。はじめての海外でカンボジ
アに行くというのは確かにレアキャラかも
しれないし、2 回も行くというのは自分自
身でも想像していなかったことである。私
がほかの国ではなく 2 度目のカンボジアを

年は目の前で鳥の毛が削がれ解体されてゆ

選んだのには３つ理由がある。

くいった。ただ、何故かしっくりときてな

く光景を見た。味は同じ肉である。売られ

い自分がいた。教室を抜け出し、他の班の

方が違うだけ。日本ではこの作業は裏で行

カンボジアの成長した姿を見るため。2 つ

授業を見ると自分の授業よりも盛り上がっ

われているため見ない光景ではある。汚い。

目はカンボジアのゆったりした時の流れや

ているところを見て悔しくなった。みんな

臭い。と皆口を揃えて言ったが生き物から

カンボジア人の温かさを感じるため。3 つ

去年の反省を生かして授業を盛り上げてい

命をいただくとはこういうことであると改

目は自分自身のさらなる成長のためであ

る。それから授業案を見直して、より良い

めて考えさせられた。

授業ができるように話し合った。自分が説

1 つ目は子どもたちと発展の途中である

る。去年は初めての海外ということもあり

首都プノンペンでは去年はバイクやトゥ

ベテランの先輩たちについていくことが多

明下手なことにも気づき、どうやったら言

クトゥクがとても多い印象だったが今年は

かった。しかし、今年は私達 2 年目のメン

葉の伝わらない子どもたちにうまく説明で

車の数が増えたように感じた。また、建設

バーが中心となり生活するため去年とは違

きるのかを何度も考えた。授業を重ねるご

中だった建物が建ち去年よりも高層ビルが

う成長ができると感じたからだ。

とに子どもたちの反応も良くなり私たちも

多くショッピングモールなども増えてい

今年は２年目ということで去年出来な

楽しく授業ができるようになった。子ども

た。特にイオンモールには、映画館やゲー

かったことに積極的に取り組んだ。まず、

たちのキラキラした笑顔。理解したときに

ムセンター、ボウリング場、遊園地、水族館、

去年よりもカンボジア人とのふれあいを大

見せる表情。これを見に私は今年も来たの

プールなどが施設内にあり驚いた。この 1

事にした。今年は授業が終わった午後の休

だ。初めはうまく行かない部分もあったが

年で娯楽施設がとても多くなっていたし街

憩は子どもたちとサッカーやバスケ・バ

班で協力し壁を乗り越えることができた。

の賑わいも増していた気がする。高い経済

レーをしたりクメール語を教わったりし

班の 2 人にはとても感謝している。

成長率を維持しているカンボジア。今年も

た。また今年は、子どもたちだけではなく

ある日、授業中に急に教室の外から「そ

また建設ラッシュの最中だった。また時間

学園の高校生とも交流をした。パーティー

う ら！」「 先 生！」 と 私 を 呼 ぶ 声 が し た。

を空けて発展の様子を確かめに行きたい。

外に出てみるとそこには去年教えた子がい

に参加させてもらったり、話をしている中

約 1 ヵ月のカンボジアでの生活では成長

に入れてもらったり。言葉は通じなくても

た。１年前に２週間しか滞在していなかっ

を実感することが多くある。1 番成長した

楽しい時間を過ごすことができた。

たのに子どもたちは私の名前を覚えてくれ

と感じたのはこのプログラムのメインであ

また、アシスタントの家や博物館など去

ていたのだ。感動した。これは２年目じゃ

る授業である。去年は先輩とペアだったた

年行けなかった所にたくさん行った。特に

ないと味わえなかったので今年も来てよ

め少し頼ってしまうことや助けられた場面

印象に残っているのは早朝の市場だ。昼の

かったと感じた。

があった。しかし今年は他学科の 1 年生と

雰囲気とは違い新鮮な野菜や肉魚が並び多

カンボジアでの約 1 ヵ月は挑戦の連続

他大学の 1 年生との班だった。私だけが

くの人で賑わっていた。豚が丸ごと一頭解

だ。初めてのことばかり。人にもの教える

2 年生であり経験者だったため「私が引っ

体されて売られていたのは去年も見たが今

のも初めてだし外国人と共同生活するのも

張らないと」という気持ちが強かった。し

初めて。カエルや幼虫・サソリを食べるの

かし、他学科・他大学ということもあり事

も初めて。これらの経験は勇気の要る経験

前に班員全員で打ち合わせをすると言うこ

ではあったけれど今ではこの経験が自信に

とが難しかった。去年は日本にいるうちに

なっている。やってみないと何も始まらな

しっかり授業案を練ることができたが、今

いしそれがどんなものかもわからない。こ

年はカンボジアについてからもギリギリま

れからの大学生活でも様々なことに挑戦し

で授業案を練っていたためうまく行くか不

たいと思う。私はまだ海外はカンボジアに

安もあった。

しか行ったことがないがもっと多くの国に

授業初日。教室に入ると歓声が湧いた。
まるでスターになったかのような高揚感を
味わう。子どもたちの前に立つと不思議と
去年の感覚がすっと戻ってきて授業もうま

行ってみることでまた新たな発見や文化に
触れてみたいと思う。
オークン！カンボジア。またいつか。
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私のアナザースカイ
IC 文化交流学科 2 年

T・ A・男

私はこのカンボジアボランティアに参加

(

17 )

ていたベテラン先輩がいて、私たちを引っ

しかし、いいことばかりではなく、大変な

張ってくれましたが、今年は２年目である

こともありました。墨を盛大にぶちまけた

私たちが経験者ということで初めて参加す

り、目を離したすきに壁や黒板に落書きさ

る人たちを引っ張って行かなくてはならな

れたり、とワイワイ盛り上がっているため、

いという不安がありました。ここでの生活

指示を通すのも一苦労でした。大変でした

は軌道にのってしまえば楽になりますが、

が、やりがいもあって、去年やった数字の

するのは今年で 2 回目でした。去年はバタ

乗るまでが大変でした。また、学校の生活

授業と一味違った経験ができました。

バタしているうちにあっという間に過ぎて

もハプニングがたくさんありました。風呂

しまったので今年こそはより密度の濃い時

場で隣にいた人の顔が猫に引っかかれた

学校を出発する朝、多くの子供たちが見送

間を過ごそうと思い参加しました。結果は

り、暗い中先輩と私は犬に包囲されて逃げ

りに来てくれて、私たちは感動してなかな

3 週間が濃すぎてあっという間に過ぎてし

場もなくなったところで管理者に助けられ

かバスに乗り込むことができませんでし

まいました。

たりとまだまだあります。しかし、ここで

た。苦楽を共にしたアシスタントとのお別

今年から茨城キリスト教大学の企画では

の生活はつらいことばかりではなく、楽し

れはとてもつらかったです。

なくなり、そもそも去年と同じカンボジア

いこともたくさんありました。去年授業を

学校を出ると私たちは観光モードに切り

ボランティアがあるのかどうか不安でした

受けていた子が私たちに会いにきてくれ

替わりプノンペン、シェムリアップを全力

が、企画の形を変え、実現しました。しか

て、名前を憶えていてくれて今年も来てよ

で楽しみました。

し、学校の企画ではなくなったことで大変

かったなと思いました。

そして 3 セットすべての授業が終わり、

私にとってカンボジアは何度も行きたい

になったことがありました。茨城の人だけ

また、バレーボールやバスケットボール

となぜか思ってしまう不思議な国です。日

なら直接会って打ち合わせすることも簡単

でこの学校の生徒と遊びました。言葉は通

本に比べて生活は不便なことは多いし、運

ですが、遠い人では愛知から参加する人も

じないけどスポーツを通して、仲良くなる

が悪いとお腹も壊してしまいますが、日本

いて、LINE でのやり取りに不便を感じま

ことができました。

で感じる窮屈さがなく、人と人の距離が近

した。

学校に慣れたころにこのボランティアの

旅の始まりは空港から、去年出発すると

メインである授業が始まりました。私が今

きはちょうど台風が直撃していて飛行機が

回する授業のテーマは「習字」で少し変わ

なかなか飛びませんでした。今年は香港を

り種な授業をしました。ここの子たちは筆

経由しました。しかし、香港はその時ちょ

や墨を使ったことなど 1 度もないわけで、

うどデモが起こっていて社会情勢が不安定

楽しんでもらえるか不安でした。しかし、

でした。そのため、行き帰り共に飛行機が

いざやってみると見たことない道具に興味

飛ぶのかどうかというところでした。なに

津々な子供たちの目を見ていらない不安

かしらトラブルがないとこのボランティア

だったことがわかりました。当初の予定で

は始まれないだろうか？と私は思っていま

は小学校の頃にやったような筆の持ち方な

した。

どの習字の授業をやろうと思っていました

カンボジアの首都プノンペンでは買い出

が、子供たちの様子を見て、アドリブで前

しや私たち自身がこの国に慣れるために数

半丸々自由に好きなものを書くという時間

日滞在しました。市場へ行くとこの国の

にしました。私的にはそれは大成功で、落

日々の生活がわかり、カンボジアに来た、

書きのような面白い絵を描く子、はたまた

と再認識することができました。

上手な絵を描く子、自分の名前や、他のグ

プノンペンでの優雅な生活とお別れをし

ループが教えた覚えたての日本語を描く子

て、ボランティア先の友好学園につくとそ

など個性豊かな A ４用紙がいっぱいになっ

この犬がお出迎えをしてくれました。

てとてもいい授業になったと思いました。

去年は４年間このボランティアに参加し

く、人間味があふれていて、居心地がいい
国でした。
「そう、ここが私のアナザースカイ」

(
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異文化最高 !
カンボジア最高 !
IC 文化交流学科 1 年

しかし、いざ授業に望むとそんな不安は
泡のように消えていった。子供たちは真摯
に話を聞いてくれて、学ぶ意欲はすさまじ
いものがあった。一番の不安点だった日本
語の伝え方も、一緒のチームのカンボジア

M・A・男

アシスタントであるソピーさんの流暢な日

私がこのボランティアの存在を知った

本語とクメール語の通訳のおかげあって解

時、参加の締切日はとうに過ぎていた。し

決することができた。子供たちとの関わり

かし、空きがある、他のみんなより安く行

方は、同じチームの去年もこのプログラム

ける、1 年のうちに行くことが大事だといっ

に参加した先輩を見て学ぶことができた。

たことを先輩や先生から聞かされ、その瞬

この 2 人には初めから最後まで本当に助け

間参加を決めた。文化交流学科に入った目

られた。

的の一つが海外を体験するというもので
あったため、この決断は必然であった。

休み時間に入ると、子供たちは外に飛び
出してじゃれあったり、売店で買ったもの

私は他のみんなとは違う日程でカンボジ

を食べたり飲んだりしていた。初めのうち

アに入国したこともあってか、現地につい

は、子供たちとじゃれあうのに若干の気恥

てからの忙しさが人一倍あったように思え

ずかしさとよそよそしさがあった。しかし、

る。空港はきれいだな、想像の数倍は発展

後になって、子供たちも自分を受け入れて

しているのだなと学園に向かう途中考えて

くれたのかなと感じるようになってから

いると徐々に当初思い描いていたカンボジ

は、子供たちからのアクションを待つだけ

アが顔を出してきた。あたり一面の緑、何

でなく、自分から率先して子供たちとじゃ

かわからない木々、電灯一つない道、獣の

れあうようになった。昔から子供と関わる

唸り声、謎の民謡。見て聴くすべてから、

のがあまり好きでなかった私だが、この体

やはりここは異国で東南アジアでカンボジ

験を通して、良いなと思うようになった。

アなのだと感じた。

子供たちとの関わり方は ロブロブ !( バカ )

学園についてから、生活環境をみんなに

やバナナ !( おかま ) と互いに言い合ったり、

紹介されると、ここで本当に 2 週間も過ご

じゃんけんをすることが主であった。本当

せるのかと考えるほどのものであった。だ

に無邪気で可愛らしいものだと感じた。

が、みんなに温かく迎えられたこともあり、

授業外での学園の生活は確かに不便なも

不安が和らいだのも覚えている。それにし

のでたくさんの苦労があった。だがいやだ

ても、初日の夜のシャワーの衝撃は計り知

と感じることは全くと言っていいほどな

れないほどであった。冷水しか出ない、虫

かったと思える。それが、長い共同生活の

だらけ、さらにシャワーヘッドも無い。今

だいご味であるのだと感じた。

でも鮮明に瞼に焼き付いている。次の日が

カンボジアに来てテンションがおかしく

すぐ授業ということもあり、この日はすぐ

なった先輩方と行動するのは本当に楽し

に床に就いた。夜が明け目が覚めると急に

かったし、四六時中笑いっぱなしであった。

鼓動が早くなるのを感じた。日本語を教え

日々の食事の買い出しや準備なども、アシ

るということに対する不安はもちろん、子

スタントのみんながバイクを出してくれた

供たちと上手く関わることや日本語が通じ

りして手伝ってくれたおかげでスム ーズに

ないことに対する不安も大きかった。

楽しく行えた。ノーヘル 3 人乗りであぜ道

を進むなんていった経験はカンボジアでな
いとできないものだと思う。バイクの風を
切って進むあの感覚がたまらなく好きな私
にとっては、最高のものであった。カンボ
ジアの満天の星空は綺麗だった。子供たち
とするスポーツも最高に楽しかった。
学園生活ももう終わりに近づくと、子供
たちから手紙や花やブレスレットを貰うよ
うになった。どれもこれもが思い出が詰
まったものだと感じ、嬉しいと思うのと同
時に、感慨深いなとも思った。こんなにた
くさんの思い出があるから、別れは悲しく、
寂しく感じた。中には泣いている生徒もい
て、私の目頭も熱くなった。けれど、最後
は笑いあってのサヨナラができて、心から
良かったと思う。
この旅を思い返すと、学園での思い出ば
かりが浮かんでくる。それは、けして学園
以外でのカンボジアでの思い出が薄いから
というわけではない。観光で見たアンコー
ル・ワット、トムは今までに見たどんな
寺院のなによりも大きく、存在感があっ
た。ヒンドゥー教と仏教の二つの面を持つ
カンボジアならではの建造物であった。し
かしこれらの思い出以上に学園で経験した
すべてが、これまでの自分に変化を与えて
くれたものとして色濃く残っているからな
のだ。これから大学で新たな学びを模索す
る良いきっかけにもなるものであったから
だ。
初めて見る海外がカンボジアで良かっ
た。お世話になった先生方、先輩、同期、
アシスタント、子供たち、カンボジアのみ
なさんへの感謝は大きい。人生で一度は経
験すべきものだと私は思う。ぜひ行ってみ
てほしい。オックン。
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カンボジア シック
IC 文化交流学科２年

S・K・女

私はカンボジアに行くのは二度目だ。大
学一年生、初めてのカンボジアは衝撃しか
なかった。日本に帰ってきて思い返すとマ
イナスな面がほとんどだ。しかし気が付く
と私はカンボジアにいた。
カンボジアに着いたと同時に、ぬるい風
に懐かしさを感じた。マーケットを散策し
て買い物をした。値下げ交渉も忘れずに
しっかりアリババパンツをゲットした。味
付けが少し違う食べ物も美味しく平らげ
た。プノンペンを満喫した。
いざ学園へ、レインボーブリッジのよう

目があっても照れていた子供たちも慣れて

遺産のアンコールワットやパブストリート

な大きな橋（つばさ橋？）に茶色の川、去

きて、いたずらしてくる子供もいた。授業

などを回り観光客になってカンボジアを存

年と同じだと思いながらバスに揺られた。

が始まったと思っていたら、あっという間

分に満喫した。

友好学園に到着した。新しい校舎が建って

に前半が終わった。

カンボジアに行き一番驚いたことは自分

いた。犬がいた、去年とは違う犬が。ほぼ

ネックルーンを訪れた。少し赤みの残っ

が少し慣れて免疫ができていたことだ。去

骨の肉入りスープとレモングラスの効いた

たお肉が入ったクイティウを食べた。美味

年は食べ物や飲み物をびくびくしながら口

おかずに日本米より少し細長いタイ米を食

しかった。虫も食べた。美味しくはなかっ

に運んでいたが、今年は美味しいと思いな

べた。洗濯物も桶を使って手洗い。叫びな

た。久しぶりに温水シャワーを浴びた。久

がら口に運んでいた。学園生活は日本では

がら水シャワーを浴びた。蚊に刺された。

しぶりにベッドで眠った。

考えられないような環境を楽しんでいた。

虫が乗っかっている蚊帳に入り眠りについ

授業の後半が始まった。子供たちの緊張

バイクの運転手が小学生だったり三人乗り

もほぐれどんどん元気になっていく。名前

だったりすることも、受け入れている自分

を呼んでくれる子が出て来た。嬉しかった。

がいた。しかし、そんな私を苦しめた強敵

一週間がとても長く感じた。しかし、今年

あっという間に授業は最終日を迎えた。去

がいた。それは学園で飼われていた犬だ。

はこの生活を楽しんでいる自分がいた。さ

年より余裕を持って授業をすることが出来

今年の犬は The 番犬。あの犬達より恐ろし

らっと受け入れて生活している自分に少し

た。今年の目標は楽しく日本語を覚えても

い犬には一生出会わない気がする。犬が嫌

引いた。

らう。子供たちと日本の遊びを通して楽し

いな人は気を付けてください。

た。学園生活がスタートした。
去年はこの時点で日本に帰りたかった、

授業が始まった。教室までの一本道、去

みながら勉強することが出来た。去年より

あっという間に大学二年生の夏休みが終

年の初日は不安でいっぱいの中歩いたのを

も少し難しい授業内容だったが挑戦してよ

わった。貴重な体験の毎日。この日々はい

思い出した。ビーチサンダルが大量に脱ぎ

かったと思った。改めて日本語を教える難

つになっても忘れない、忘れられない経験

捨てられている。教室に入るとキラキラし

しさ大変さ楽しさを知った。

になったに違いない。いつになるかどんな

た瞳の視線が一瞬で私たちに集まった。私

学園を離れプノンペンに向かった、学

形になるか分からないが、またカンボジア

はいつの間にか先生になる。言葉は通じな

園生活の前に泊まっていた同じホテルに

に足を運んでしまうだろう。子供たちに会

いけど、一生懸命に私の話を聞いてくれる。

泊まった。同じなのに「めちゃくちゃ綺

いたい、トゥクトゥクに乗りたい、ワニ肉

歩いていると質問をしてくれる。発表にな

麗！！」と連呼した。特に何も変わってい

のハンバーガーを食べたい。今年もカンボ

ると「私！私！」と手をあげてくれる。授

ないがリゾートホテルに感じた。学園生活

ジアシックにかかってしまったみたいだ。

業でじゃんけんを教えると廊下ですれ違う

で感覚が麻痺してしまったみたいだ。

たびにじゃんけん大会が始まった。最初は

観光地シェムリアップに向かった。世界

(
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でした。

2019
シニアの贅沢
兵藤 慶子
８月 12 日から 17 日にかけて４年ぶり
に CJFS(Cambodia-Japan Friendship
School) を 訪 ね ま し た。 プ ノ ン ペ ン へ の
直行便（ANA）を利用し、空港と学園間
は、卒業生のオンさんを通して予約した冷
房付きのタクシー（実際には帰りは Neak
Loeung から）でした。このタクシー代は、
カンボジアの物価からするとかなり高額で
した。けれども、行きは前澤さんと二人分
でしたし、長時間涼しく、顔がわかる人を
通しての予約という安心感と、運転手さん
はプノンペンと学園までを往復すると思う
と、ひとつめのシニアの贅沢でした。
プノンペンの街は、フランス調の風情が
減少したように見受けられました。中国資
本と思われる高層マンションの建築ラッ
シュで、お店の看板も中国語があふれてい
ました。また、行きに藤田ツアー行きつけ
のバイヨンベーカリに寄って貰えるよう
お願いしたのですが、渋滞を避け裏道を
行ったためか、トレジュール（TOUS les
JOURS）という店に寄ってくれました。お
しゃれな韓国系のチェーン店だそうです。
そう言えば、街中のデパートも韓国系でし
た。アジアの資本が投入されているようで
す。私はここでもちょっと贅沢にドライフ
ルーツが入ったパンやバゲット、月餅を購
入しました。
メコン川に架かる「つばさ橋」（日本の
支援）を過ぎると、椰子の木と田圃を背景
に素晴らしい夕陽に出会えました。けれど
も、学園に着いた時は流石に真っ暗。職員
室をめざせばよいと思っていても、同じ建
物の音楽室の明かりが見えず、はて？状態

た通訳のお陰です。彼女にとっては迷惑な

授業は、「元気に過ごそう」というテー

たいへんなしごとだったと思います。けれ

マで２コマを３日させていただきました。

ども、私にとっては子どもたちとの贅沢な

導入で、「入学おめでとう、学園で元気に

出会い体験でした。

過ごすためにどうしていこうと思います

そして、Kong Vorn さんにもお会いし

か？」と聞き、応答をクメール語とひらが

ました。４年前にも会った D. Sophy をは

なでアシスタントの S. Sreyneat さんに板

じめとしたアシスタントや、リピータを含

書して貰いました。その後、小児科医の山

めた参加者とも頼もしい出会いでした。生

田真さんの「きゅうきゅうばこ」という絵

徒へのまなざし、教材としての教育内容も、

本のページを幾つかピックアップして見せ

また、それを伝える媒体としての教材も新

ながら、若干のアレンジをして怪我などの

鮮でした。気分転換を兼ね市場にバナナ、

対処法を話しました。ことばのハンディを

マンゴスティン、ランブータンなどの果物

ふまえ、手当用品を見せ、手振り身振りを

や粽などの買い物も楽しい時間でした。今

オーバーアクションしたつもりです。また、

回も椰子の実を購入すると称し、アシスタ

双方向にするために彼らがどうしているか

ントのバイクの後ろに乗せて貰え、自動車

を聞いてみました。加えて体調を知るため

教習最後の日にハーレーの後ろに乗った以

にと、「脈を取る」ことにも挑戦しました。

来のワクワク体験でした。Sophy の椰子に

最後にもう一度「元気に過ごすためにどう

ナタをふるう技も、参加者の面々が盥で洗

していこうと思いますか？」と再度聞き、

濯をし、干す姿も日本では見られないもの

もう一度、板書して貰いまとめとしました。

です。

最大の贅沢でした。たくさん発言もしてく

何より冷房、冷蔵庫、机・椅子などの付

れましたし、熱心に脈をとってくれました。

いたツインのゲストハウスの暮らしは快

ノートを取っている子もいました。

適で、特にお湯シャワーは、ありがたく

皆さんの回答を紹介したいと思います。

贅沢でした。ちなみに１泊 12 ドルで、ふ

まず、元気に過ごすための意見です。どの

たりなら 14 ドル、１か月なら 80 ドルの

クラスも最初は、それぞれの表現で応えて

Donation をと書かれていました。

くれても２，３種類しか出てこなかったの

最後に、校舎も増え、ここ数年 200 人

ですが、最後にはかなり増えました。①運

く ら い の National Examination（Bac II）

動をする、②３食食べる、③野菜を食べる、

の合格者を輩出しているようです。2019

④いたんだもの、汚いものは食べない、き

年は、194 名（うち女性が 104 名）が合

れいなものを食べる、⑤甘いものを食べな

格し、国から奨学金が支給されるＡグレー

い、⑥歯磨きをする、⑦手を洗う、などで

ドがひとり、州から奨学金が支給されるＢ

した。また、対処法でおもしろかったのは、

が８名だそうです。卒業生の支援が広がっ

鼻血が出たときに、「おでこをトントンす

ているとはいえ、今しばらくは大学生活を

る」、虫に刺されたときに、「何かの花を貼

送るためのサポートが必要なのではないで

る」でした。全クラスで誤っていたのは、

しょうか。

眼にごみが入ったときは、
「こする」でした。

このような機会をいただけたことに感謝

このような盛沢山で、贅沢な授業ができた

するとともに、学ぶためのサポーターが得

のは、みんなが熱心に聞き参加してくれた

られることを願い、友好学園の益々の発展

こと、そして何より Sreyneat さんの優れ

を祈ります。
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現地研修費会計報告

（会計担当

(
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24 日（2019 年 8 月）

S・M、K・S、I・R）

収入一覧
費目
現地研修費集金

収入額（USD）

備考

参加者（17 名）

6,210

全行程参加者 15 名、途中参加者 2 名（全行程参加 $385）

支出地

支出日

内容

合計
6,210

支出一覧
費目
交通費

食費

宿泊費

人件費・謝金

買い出し

支出額

8/18

モトロモ、実は無蓋トラック（学園⇄ネックルーン）

50

シェムリアップ

8/27

アシスタント 3 人・シェムリアップ→プノンペン

39

プノンペン

8/07

夕食 / ホテル近くの中華

87.5

プノンペン

8/08

夕食会 / モンドルキリ・レストラン

337.75

ネックルーン

8/17, 18

夕食、昼食 / メコンレストラン

362

プノンペン

8/28

夕食会 / Good Beaf Soup

144.13

プノンペン

8/25

夕食 / 時代屋

381.15

シェムリアップ

8/26

夕食 / コリアン

148

シェムリアップ

8/27

夕食 / バンテアイスレイ・レストラン

234

友好学園

8/23

朝食、夕食（1 人 2 食 1 日＝ 4 ドル）× 14 日

1232

ネックルーン

8/18

ホテル代（1 泊分）

163

友好学園

8/22

宿泊費および施設使用料

1,600

友好学園

8/16, 23

アシスタント謝金（授業補助 9 名＋現地調整員 1 名）

370

友好学園

8/23

現地マネージャー、ソニー・ノウン

300

プノンペン

8/25

各種手配・On Rina

150

プノンペン

8/26

シェムリアップ同行アシスタント手当

150

プノンペン

8/08, 09

チーズ、ラーメン、ジュース、牛乳、ジャム、パン etc.

178.85

小計
89

2,926.53

1,763

970

クロマー、延長コード、ホワイトボード・マーカー、チュー
買い出し

友好学園

8/09 - 8/23

ク、模造紙、布巾、水タンク、ガスコンロ、箒、洗剤、
ガスリフィル、水、氷、ラーメン、パン、お茶、フライ

141.75

450.6

ドチキン、
国内準備（清算）
雑損

教材準備、日本食材 etc.
プノンペン

端の欠けた 50 ドル紙幣が減価

130
10
支出合計

収支計算（USD）

10
6,209.13

（収入）6,210 -（支出）6,209.13 =（残高）0.87（来年に繰り越し）

この会計報告は、大学生協のパンフレットにある「現地研修費 550 ドル」に関するものです。参加人数など予測できない段階で、余裕を
見て 550 ドルと設定しましたが、結果的には 385 ドルですみました。今後も「実質費用を負担していただく」方針を維持します。

2019 年度
カンボジア教育ボランティア活動 24 日
参加者

アシスタント
ヴァ・チェトラ、ヨウ・カカダ

サイン・チョリヘアン、ドム・ソピー、

チャンタ・スレイネット、オルン・プンロク、

１６名

個人名削除

スオウエン・スレイニエット

シニア組

ソニー・ノウン

引率

現地マネージャー
兵藤 慶子

藤田 悟

現地サポート
佐藤奈美
現地手配

オン・リナ、カン・コサル

(
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大学生協・テーマのある旅

カンボジア

教育ボランティア活動 24 日
2019

スケジュール概要
8 月 7 日（水）

朝・成田集合、香港経

由で夕刻プノンペン着。
8 月 8 日（木）

プノンペンで異文化

に少しはなれるように、町歩き、買い物。
コン・ボーン氏やアシスタントたちと夕
食会。ホテル泊。
8 月 9 日（金）〜

朝、バスでカンボ

ジア日本友好学園に移動。２週間の生活
と授業の環境を整える作業。
8 月 12 日（月）〜

授業。授業は 7

時から 11 時。あとは自由時間。
8 月 17 日（土）

メコン川沿いの町ネッ

ク・ルーンに出て休養。エアコンのある
ホテルに１泊。メコン・クルーズ、寺院
見学、マーケット。
8 月 19 日（月）〜
8 月 24 日（土）

後半の授業。
友好学園からプノン

ペンに移動。お別れの夕食会。
8 月 25 日（ 日 ）

プノンペン市内ツ

アー。王宮、博物館、ワットプノム、王
立プノンペン大学で昼食、ツールスレン、
ロシアンマーケト。
8 月 26 日（月）

早朝、バスでプノン

ペンを発ち、サンボーブレイクック遺跡
（世界遺産）を見学、友好学園卒業生のコ
サル・ファームで昼食をご馳走になる。
カシューナッツの加工工程を見学、ヤシ
の実、パイナップル、バナナ、コーヒー
の実の味見など。夕刻、シェムリアップ着。
ホテル泊。
8 月 27 日（火）

アンコールワット、

アンコールトム、タップロムの遺跡見学。
夕食は各自自由に。
8 月 28 日（水）
8 月 29 日（ 木 ）

夕食前まで自由行動。
自 由 行 動。5 時 半、

ホテルをバスで出発、空港へ。香港経由
の深夜便で帰国の途に。
8 月 30 日（金）

早朝、帰国、解散。
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サンボープレイクック遺跡
古代国家チェンラーの都
６〜８世紀

訃報・岩 崎 哲 郎 さ ん
茨城キリスト教大学で藤田の同年輩の

同僚として 30 年以上ともに働き、こと
あるごとに力をあわせてきた岩崎さん

が、6 月 30 日、急逝しました。国際交

流関係の仕事でも、各地の教員の仕事と

暮らしに関する調査研究でも、カンボジ
アのボランティア活動でも、友の会の奨

学金計画でも、全学教養課程の仕事でも、
縁の下の力持ちとしていつも強力に支え
てくれました。

大学生協の「テーマのある旅」として

このプログラムを実施できたのも岩崎さ
んの力があってのことです。

彼は「極地方式」という言い方をして

いました。サポート役に徹する人でし
た。いろいろな仕事を進めてゆくうえで
は、旗を振る人もいれば、実務を担当す
る人もいる、裏役もいる。アイディアを

出す人が必ずしも実行しなくても、誰か

が引き継いで仕事が進めばそれはそれで

良い、そういった考え方だったようです。
亡くなる一週間ほど前、大学のある大

甕から羽田空港近くの平和島まで車で同
行したのが最後になりました。疲れてい
る気配はありましたが、こんなことにな
るとは思いもよりませんでした。

さよならをいうのが苦手だった岩崎さ

んは、さっさと無言で逝ってしまいまし
た。合掌。

藤田
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