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唇弼療臓
熱帯モンスーン気候帯に属するカンボジアは､

気候が雨季(5月～10月)と乾季(11月～4

月)の二卒に分かれます｡雨季といいましても日

本の梅雨の季節のような感じとは違います｡朝は

晴れていますが､昼を過ぎると雲行きが怪しくな

りその内ドッと雨が降り始めますC瞬く間にホー

ムの庭は水浸し｡さすがに高校生の子供たちは室

内に居ますが､小中学生は元気いっぱい､雨の中

で遊び回ったり自転車を洗ったりと､慣れたもの

です｡ちゃんと雨季の過ごし方を知っています｡

カンボジアの学校は､中高は7月中旬から9月

中旬まで､小学校は8月～9月の二ケ月間､年度

変わりの長い休みです｡プライベートスクール

(日本で言うと塾というところでしょうか｡二部

授業のカンボジアでは､学期中でもプライベート

スクールに行きます)に行く以外はのんびり過ご

します｡先日は皆で菜園に施す堆肥を作るために

葉っぱを取りに近郊まで車で出かけたようです｡

ナレットさんは､野菜を作るのがなかなか上手で､

化学肥料など使わずに堆肥を作って育てます｡

戟』魅嘩辱◎飽薗闇
中高は､ 9月20日に新学期が始まります｡Ek

君は7月に行われた中学卒業試験に合格し高校

に通います｡ 2年前の7月は3名の子供たちが中

学卒業試験に落ち､日本流にいえば留年しました｡

中学､高校の卒業試験は子供たちにとってはなか

なか大変なようです｡ Odom君とSinet.さんが高

3､ SavatnさんとSamayさんが2年生ですの

で､新学期から高校生は5名です｡これから毎年

高校卒業生の進路に頭を悩ますことになります｡

仕事の少ないプノンペンで就職先を探すのは大

変です｡ならばとりあ皐ず専門学校や大学に進学

をと考えても､今度は財政面で負担が増えてしま

います｡現在､最年少が10歳(小4)のLachna

ちゃんです｡ 4-5名小さな子供たちを迎える余

裕はあるのですが､高校生の今後の見通しをもう

すこし考えたいというナレットさんの意見もあ

り､しばらく思案が綻くでしょうか｡

さてこの号は､昨年夏プノンペンを訪れカンボ

ジアの教育制度を調査した吉岡静香さんのレポ

ートを別刷りにして添付しました｡また､ 3年ぶ

りにホームを訪れ子供たちの成長振りをまとめ

てくれた会津素子さんの報告と､その後の吉岡静

香さんの様子についての報告を本文の内容とし

ています｡どうぞお読みください｡

(事務局　菊地　龍彦)
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タイからカンボジア′.

会津　素子

今回は陸路でカンボジアに入りました｡国境を越えた瞬間に､

町の様子は一変します.人々の服や建物の質が轟くなり､路上

で物乞いする人が多くなります｡心なしか､人々の目もギラギラしてい

るように感じます｡やはり､国境付近は長く滞在する場所ではないよう

です｡私はギュウギュウ舌めのピックアップトラックに乗りました｡舗

装されていないデコボコ道を､革は赤い土煙を上げてバッタンバンへ向

かいます｡約4時間｡身動きがとれないため､足の感覚が無くなり､顔

は赤土だらけ｡気が遠くなりかけた頃､ようやくバッタンバンに到着し

ました｡

･ミ.･･ll1 }ゝ･･

カンボジアで第二の都市と言われている(ら

しい)バッタンパンですが､プノンペンの百分

の一種の小さな町です｡ここでは外国人がかな

り珍しいので､どこでも注目の的になってしま

いました｡

私はNGOが運営するrHOMEIAm｣とい

う児童養護施設を訪れました｡そこには100人

近くの子どもたちが暮らしています｡この子た

ちに限らず､カンボジアの子どもは本当に礼儀

正しく､優しく､明るく､働き者です｡丁度女

の子達が昼ご飯の支度をしていたので､私がそ

の様子を見ていると､椅子を薦めてくれ､特別

に早い昼食を用意してくれ､私がr美味しい! ｣

と食べる様子を嬉しそうに眺めていました｡ど

こからか冷たいお水を持って来てくれる子も

いました｡ご鰍ま交代で作り､その他に牛の世

話をする等､仕事を分担して生活していました｡

子どもたちと離れたくなくなってしまった

私は､午後から登校する子どもと一緒に学校を

訪問させてもらう事になりました.小さな町の

学校でも､生徒は数百人いましたb外国人が来

た事で､それは大変な騒ぎになり､私の周りは

人だかり｡なんだか､初めて上野動物園にやっ

て来たパンダになったような気分でした｡その

まま教室に入れて頂き､ 4時間一緒に授業を受

タイ/カンボジア国境

けました｡ (私のせいで､ほとんど授業にはな

らなかったのですが･ ･ ･｡)この学校は､ 40

分程の授業の問に､ 20分程の休憩が入ります｡

休憩中に子どもたちは､学校の敷地内にある屋

台でお菓子やジュースを買い､それを食べたり

飲んだりしながら教室に入り､そのまま授業を

受けます｡授業開始の鐘が鳴っても､担任の先

生は他の先生と廊下で話しており､なかなか教

室に入ってきません｡とにかく､のんびりした

学校です｡

バッタンバンを訪れて､私はさらにカンボジ

アという国が好きになりました｡学校終了後､

1時間軽歩いて町の中心地に戻ったのですが､

道ですれ違う人は皆｢ハロー｣と声を掛けてく

れ､手を振ってくれました｡買い物をしても､

道を聞いても､とても親切に壊してくれました｡

どこに行っても､何をしても､彼らは皆素敵な

笑顔を向けてくれました｡

謬♂34璃24
相変わらず､日が回ってしまうほど大きな､

騒々しい町です｡中国企業の進出が著しいらし

く､中国藩の着衣が掲げられた大きな建物をよ

く見かけました｡携帯電話の普及率はかなりの

ものです｡高校生もクラスに一人か二人は持っ

ている子がいます｡また､若い世代では茶髪に

している人を沢山見かけました.女性は日焼け



対策に気を付けており､バイクに乗る時はアー

ムカバーや長袖を着用していました｡最近､色

の黒い女性は相手の男性の親から結婚を反対

されたりすることもあるようです｡

希望の家の向かい側には､豪邸が次々と建ち

並ぶようになりました｡景気が良くなったのか

と思いきや､そのすぐ近くには下水の上に建て

られた､今にも崩れそうな家々も存在します｡

物乞いの人も沢山います｡また､プノンペンで

は男の子によるドラッグ乱用が深刻な問題と

なっているようです｡まだまだ課題が多い国だ

と感じます｡

希望の素子どもたち的..
3年ぶりの､子どもたちとの再会です｡みん

なすっかり大きく成長していました｡一番小さ

なレッケナ-も､もう10歳なのです!スタッ

フは､リー(これはニックネームです｡)とい

う女性が一人｡リーは日曜日がお休みで､この

日は女の子が二つのグループに分かれて食事

を用意します｡

スラクティア(20歳)は､大学生｡しっかり

した､聡明な女の子で､皆の良きリーダーとな

っています.ある日､デコレーションケーキを

買って､こっそり私の部屋に飾り､私の為に4

ケ月遅れのサプライズ誕生日祝いをしてくれ

ました｡みんなが私の顔を見てニヤニヤしてい

るので､何を企んでいるのかと息いきや､とて

も素敵なプレゼントが待っていました｡私の滞

在中に､お兄さんのソバンナが会いに来てくれ

ました｡お漸落で音楽が大好きな男の子です｡

今はknkでコンピューターの勉強をしながら

就職先を探しています｡就職してお金を貯めた

ら､いつか音楽関係の仕事に就きたいとの事で

す｡家では毎日ギターを弾き､自分で作曲する

等､相当音楽にハマっているようです｡

サブン(19歳)は全く英語が話せないのです

が､とても優しい女の子です｡最後の日に､こ

っそり作っていたビーズの指輪をプレゼント

してくれました｡サブンと特に仲が良いクラス

メイト二人を紹介してもらったのですが､二人

とも優しく良く気が利く子で､このような友達

に囲まれているサブンを見てとても安心しま

した｡

スイ-ナイ(19歳)は､相変わらず大人のよ

うに落ち着いた､暖かい女の子です｡私は彼女

が作る調味料の大ファンで､それを知っている

スイ-ナイは､今回もその訴味料をたっぷり

(2Bのペットボトル2本!)　作って持たせ

てくれました｡持って帰るのは大変でしたが､

彼女の気持ちがとても嬉しかったです｡一年前

にバイクとの事故に遭って骨を折ってしまい､

怪我は治ったものの､残念ながら今も走る事が

できません｡いつ完治するのか､誰にもわかり

ませんC

サロン(19歳)は､やっぱりお漸落に余念の

ない男の子です｡いつもふざけて私を笑わせて

くれる所は､ 3年前と変わっていません｡夕方

になると､希望の家の庭でバレーボールにのめ

り込みます｡時々､バレーボールの帝からはず

れ､一人でボーッと物思いに耽る事もあります｡

ます｡普段は明るい青年ですが､きっと何かを

心に抱えているのでしょう｡

キイエ(19歳)は､おっとりして人懐っこい

大
都
会
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
ピ
ル
｡

右
上
に
中
国
語
が
見
え
る



男の子です｡恥ずかしがっていた3年前に比べ､

ジョークを言って失わせてくれるようになり

ました｡希望の家の裏で結婚式が行なわれて､

私がその締りの輪の中に入りたいと言うと､彼

が一緒に着いて来てくれました｡優しく頼りに

なる子です｡

サマイ(18歳)の英会話力は他の高校生の群

を抜いています｡このまま藩学カが伸びれば､

大学や就職で生かされるはずです｡多分､彼女

の明るく人見知りしない性格がそうさせたの

でしょう｡ 3年前に比べ､会話力が伸びた私た

ちは､いつも色々な話をして大笑いしていまし

たC

ウドン(18歳)の素敵な笑顔は､ 3年経って

も健在です｡彼も夕方はバレーボールにのめり

込んでいます｡用事が済むとすぐに2階-上が

ってしまう所は､やはり年頃の男の子なのだな

あと感じました｡

マ-ン(17歳)は3年前にはあどけなさが残

る子どもでしたが､すっかり男らしく成長して

いました｡優しいところは変わらず､ナレット

さんのお手伝いをよくしていました｡

ロアックナ(17歳)は最近希望の家に帰らな

い事が多いようです｡私が滞在していた間も2

晩戻ってきませんでした｡ナレットさんは､彼

に対して他施設-の移行措置を考えています｡

しかし､みんなで遊園地に出かける日に､ちゃ

っかり戻って豆乳絞りをしていた所がまだま

だ可愛らしいです｡女の子からは白い目を向け

られていましたが･ ･ ･

スレイロアン(16歳)の変化は驚きでした｡

背丈は大人と変わらない位に伸びていて､すっ

かり女性らしくなっていました｡もう外で走り

回る事はありませんが､トランプ遊びで見せた

過払
女性らしさの増し

無邪気な笑顔は､ 3年前のま

までした｡新しいスタッフの

女性に､一番なっいているよ

うでした｡

テリーとテイラー(14歳)

は､顔も-アスタイルも体形

も物事に対する反応も､全く

同じになっていました｡私は

かろうじて歯並びで二人を区　定ズレ-7古≠デー

別していたので､ニッと笑ってくれない限り区

別は不可能でした｡器用なテリーと､しっかり

したテイラー､一心同体の双子姉妹は､本当に

良いコンビです｡

チヤツリヤーン(13歳)は､大人しくおしと

やかな女の子です｡勉強が好きで､暇な時間も

教科書を読んでいました｡礼儀正しく､私にも

とても気を遣ってくれました｡

レッケナ- (10歳)は､幼児のようだった3

年前に比べると､とてもしっかりした女の子に

成長していました｡年上の子ども達に囲まれて

いるおかげでしょうか｡賢く､我慢強く､そし

て､本当に可愛い子です｡私が滞在していた時

におたふく風邪にかかってしまい､辛そうでし

たが一週間安静にしなくてはいけない日本と

は違い､スイ-ナイに塗り薬を塗ってもらった

だけで､あとは普投通りに生活していました｡

新スタッフのリー(26歳)は､休みは週に一

度のみ｡休み以外は毎日希望の家に寝泊まりし

ています｡もう少し休みをもらっても良いので

は?と､以前同じような仕事をしていた私は思

ってしまいます｡英語は全く話す事ができませ

んが､午後は英語学校に通って勉強しています｡

女の子たち､特にテリー､テイラー､チヤツ

リヤーン､レッケナ-は勉強がよくできるよう
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で､クラスで一番の成貨だそうです｡友達も多

く､学校では何の問題もないと先生も仰ってい

ました｡ちなみに､この学校はJICAによって

建てられたそうで､授業も(バッタンバンの学

校とは異なり)しっかり行なわれていました｡

希望の家の庭で走り回っていた3年前に比

べ､女の子たちはあまり外で遊ばなくなってい

ました｡成長した証です｡私が持って行ったト

ランプが役に立ってくれ､彼女達は一日何時間

もトランプ遊びに熱中していました｡その他､

暇な時間にはおやつを食べたり､おしゃべりし

たり､勉強したりして過ごしていました｡一度､

テリー､テイラー,チヤツリヤーンが､自転車

で貴い物に連れて行ってくれ､スイカをご馳走

してくれました｡その帰り道､空き地で鬼ごっ

こをして遊んだのですが､やはり一緒に走り回

って遊ぶのは楽しいなと感じました｡

私が帰る前日､再び遊園地を訪れました｡サロ

ンとウドンはお留守番でしたが､みんなでお出

かけできた事をとても嬉しく息いました｡

塩かすぎた頚帖芋粥遺IdDT
やはり､一週間の滞在は短すぎました｡子ど

もたちともっと深く関わりたかったのですが､

時間が許してくれませんでした｡

その短い期間の中でも､子どもたちやスタッ

フの気遣いは素晴らしいものでした｡ナレット

さんもリーも､私が居心地良く過ごせるように､

精一杯の事をしてくれました｡

カンボジアの人は､見返りを求めない優しさ

を提供してくれるように感じます｡子どもたち

も､心から私を喜ばせようと患ってくれている

のが､よく分かりました｡女の子たちは､プレ

ゼントを送ってくれました｡私が好きだと言っ

たおかずやフルーツは､必ずその次の日の食卓

に並べてくれました｡私が食べ終わると､すぐ

に近くの子どもが飛んで来て､食器を洗ってく

れました(こればかりは､頼み込んで自分で洗

わせてもらいましたが)｡女の子たちと槍にな

って､小さい貝をほじくって食べていると､ス

ラクティアやテイラーは､私の口に次々に月を

運んでくれました｡

この子たちの優しさと笑顔に触れる事がで

きて､カンボジアに再訪して本当に良かったと

思いました｡希望の家との線を結んでいただき､

本当にありがとうございました｡

I-t　革　-　口　　鮎　　吉岡静-

私が途上国の開発について学ぼうと心に決め

たのは､中学2年生のときに青少年赤十字派遣団

員としてネパールを訪問した時です｡

自分よりも小さな子ども達が学校に行きたくて

も行けず､道端で生括し､明日の生活のために朝

から晩まで働いている｡こんな世界の現実を目の

当たりにして､ミリでも貧困間短が解決に近づ

くのなら､人生をかけてそれに取り組もう､と私

は決めました｡

の国をつくっていく｡これが私の願いです｡将来

は､国際機閑に所属し途上国の教育政策に携わり

たいと考えています｡その思いから､今回のカン

ボジアでの実地粛査をおこなうことを決めまし

た｡ 1975年に教育が崩壊し､今再び教育制度を作

り直そうと模索状態にあるカンボジアで､人々や

国際機閑がどのように教育制度の再建築に取り

組んでいるのかを見鮪きし､敢題や改善策につい
メ

て検討することは意義のあることであると考え

ました｡

学びたいと思う子ども達がみんな学校に行く

ことができる｡そして､将来は彼ら自身で自分達　しかし､このフィールドワークを終えて､ ｢気
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持ちだけではこの大きな間題に取り組むことは

できない｣ということを通感しました｡政策や制

度を扱うにあたって､高度な問居分析能力と政策

提言能力が要求されるからです｡現在は､西山朗

準教授の下で開発経済学を学んでいます｡経済学

を通して､間居の分析能力と政策提言のスキルを

習得することは､自分の将来に大きく活かすこと

ができると考えています｡

｢途上国においてどのような教育が国の発展

をもたらすのか｣が私の研究テーマです｡この個

人研究を深めていき､卒業論文につなげる予定で

す｡目線と心はいつも現場にC

私は､自分の原点を忘れずに､いつもカンボジア

の子ども達のことを思いながら卒業後も､大学院

でこの研究を続けていきたいと患っています｡

また､この場をお借りして､昨年､一昨年に私

と一緒にカンボジアに行き希望の家でお世話に

なりました2名の友人のその後についてお話し

させていただきたいと思います｡

中山　真理子(慶鹿義塾大学給合政策学部3年)

彼女は､一昨年カンボジアを訪れた際に児童労

働に強い問題意識を持ちました｡貧しさゆえに厳

しい労働を課される途上国の子ども達｡そして彼

らが生産した原材料を安価で買取り､商品として

売買する先進国の私達｡この間題を､彼女は私達

自身の開音と捉えました｡そしてカンボジアから

帰ってきてから､彼女はrFairぬkcrsJ　という

フェアトレード組織を学内に立ち上げ､大学生協

内で販売する商品のフェアトレード商品化を進

めました｡さらに昨年9月から10ケ月間カナダ

の大学に交換留学し､フェアトレードを中心に国

際貿易書ごっいて学んでいました｡現在は､フェア

トレードに取り組んでいるNGOのパキスタン現地

事務所でインターンをしています｡

茂野　綾美(慶鷹義塾大学給合政策学部3年)

彼女は､もともと開発協力の現盤で働くことを

目持していたのですが､今回のフィールドワーク

を通して多くの現場で活躍する方々に出会い､

｢私も､もっと現掛こどっぷりつかりたい!｣と､

学校建設をおこなっているNGOのケニア事務所で

半年間のインターンをしています｡世界最大のス

ラムがあるケニアで､貧困を目の当たりにする生

活にとてもショックを受けていました｡治安が悪

く､外出禁止令が出されることもあるそうですが､

そんな国での教育のあり方や子ども連の学びに

ついて､考えさせられる充実した日々を送ってい

るそうです｡

このように､私達3人はカンボジアからたくさ

んのことを学び､将来-の強い動機付けをもらい

ました｡進む方向は様々ですが､肝発協力に携わ

ることを心に決めた3人です｡ ｢途上国の人々と

共に歩んでいきたい｣という気持ちを大切にしな

がら今後も取り組んでいきたいと思います｡

最後になりましたが､このような貴重な機会を

くださいました菊地さん､松永さんをはじめ希望

の家の皆様に心から感謝申し上げます
r壷表議fa-三m-gTe-L司エsLo)壷壷右表宗JLl妄誌元{< n-ま

I .一._).⊥⊥^Ht,-^⊥..ユ_⊥‥_._ー⊥._▲_一一　_　__■した｡多くは本会代表の松永さんと私のつながりです｡それぞれ

Iが何かを感じてくれたことと患います｡私たちとして臥物事を

l考える小さなきっかけにでもなってくれると嬉しい､そんな気持

lらで問い合わせがあった時はホームを紹介してきました｡

t　吉岡さんは､文中で述べて下さっているように､国際協力につ

lいて大学院に進み､更に勉強してゆ<そうです｡会津素子さんは､

l海外青年協力隊でエジプトに行くことが決まり､アラビア語の語

日学研修を終了しました｡こんな若者たらの婆をみて､私たちのホ

l -ムを通して若者たちに学びの場をもっと積極的に提供してゆ

lこうかなと考えさせられています｡若者たらの元気ではつらつと

lした姿lよ年寄りの仲間入りをしている私には大いに刺激となり

lますo若い者に負けてなるもの机　　　(事務局　菊地)
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『TheSCCCR』の会員になって

｢希望の家｣の子供達の日常生活と

教育を一緒に保証して下さいませんか｡

年会費　一口5　000円

連絡先　〒285-0054

千葉県佐倉市本町102-10
Tbe SCCCR　日本事務所

Tel 良 Fax : 0431485一節48 (菊地)

E-nail : t-kiknchi@hb. tpl. jp


