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今日11月15日､私の住む千葉･印旗では昨

】目の風雨で大荒れの天気がうそのように､職場の

‑=

黄色の銀杏が澄んだ青空にすがすがしく映えてい
ます｡早いもので｢今年も残すところあと‑ ･｣

と言う時節になってしまいました｡
9月9日､私たちが訪れたカンボジア･プノン

ペンは雨季も終盤で､午前中は日がさしますが昼
を過ぎると雲が出てその内ドッと2時間ほど雨が
来ます｡雨季は大体毎日このパターンで日本のよ
うにいつ降るかなではないので毎日の予定はそれ

なりに立ちます｡雨が降っている時車の中から街
の様子を見ていると傘をさしている人は皆無です｡身にまとっているのはベラベラのレインコート程度ですo
｢濡れるのが当たり前｡その内乾くさ!｣なんでしょうo

子どもたちの学校は､ 8月〜9月は年度変りの長い休みです0

日に2時間ほどのプライベートスクールに行

く以外自由です｡訪れた時期は休みも後半に入りそろそろ退屈になった頃でもあり､私たちの相手を楽しそ
うによくしてくれました｡

毎度の事ながら､今回も沢山課題を持っての訪問でした｡ 8月に新たにセンターで生活を始めた5名の子
どもたちに会うこと0

4名の高校卒業生のインタビューを行い進学先を決めること｡テラ･ネットからのご

支援で行なった改修･補修工事の仕上がり具合を確認すること｡センター全員とその友人･知人達と一緒に
｢キリ･ロム国立公園｣ ‑自動車で日帰り遠足に出かけること｡念願だった子供のふるさとを訪問し田舎の
様子を見て見聞を広げること等でした｡
特に5年ぶりに5名の子どもたちを迎え入れること､
また同時に4名が高校を卒業し大学に進学すること
も特別な出来事ですし､更に1 0年振りのセンター
内諸部分の改修･補修も大きなニュースです｡

本号は､若々しさを感じる｢私が考える行動｣ (茨
城県立取手松陽高校3年.高岡優菜さん) ､ ｢Home of
Hopeを訪問して｣ (千葉大学2年･高島田舞さん)

と｢プノンペン･日本語教育事情｣ (菊地良一氏)､
｢再び希望の家を訪ねて｣ (蛤谷‑通氏)よりの寄

稿文に事務局からの諸々の報告を交えて､ ｢希望の

家｣とカンボジアの今をお届けしますo

｢希望の家｣の子どもたちの大切な叔父さん:ハ旗 絃治さん
1 0年間の支援と努力に心から感謝します.

いつの田かお会いする時､豊かなセンターの暮らしを報告でき
るよう､新しい歩みを力を合わせて進めますo (事務局)
石:電気オタクのギア 左.心やさしいムーン
(08年7月
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1 0周年記念式の日

センターにて)

誇らしげな笑顔でハイチーズ

(左から)サブーン､サムア

イ'スィナイ'ウドム

｢ナレットさん'心配掛けた

左･スライロア

からひげを抜いてあげる｡｣

7月7日にスライロアが中学校卒業試験を受

大学の受入れ数に対して卒業試験合格者数が過剰

け合格｡おとなしい性格と成績がちょっと心配な

に多いのが理由と言う話を聞きました｡またこの試

子でしたのでナレットさんと一緒に｢よかっ

験の持つ不公平･不公正性については以前にも､ま

た! !｣でした｡一番｢ひと安心｣は本人でしょ

たこの号の菊地良一氏の｢日本語教育事情｣､高島

う｡ 10月より歩いて10分､大通りに出てすぐ

田さんのレポートの中でも述べられていますので

の｢サマキ高校｣ ‑通います｡

ここでは省略します｡

8 0%で､合格者にGrade A〜Fまでランクが

付けられます｡ A〜Cは､プノンペン大学を始め
とする王立大学‑の入学手続きが出来ますo D〜

Fはその他の私立大学‑の手続きとなります｡
ウドムが通うノートン大学は､工

学です｡当大学で電気を学んだ先

科大学で､私立では歴史のある大

築一を専攻しましたo

輩の意見を聞き就職に有利な｢建

サムアイが学ぶメコン大学｡4年前に開校し

験｣の意味を持っています｡例年合格率は7 0‑

ました｡先日のナレットさんからのメールで‑

ンボジアの｢高校卒業試験｣は｢大学人学資格試

新学期開始が遅れ､専攻を｢会計｣に変えたい

名が受験しました｡以前にもお話しした通り､カ

とのこと｡語学を学ぶ素養が有るので語学に
しなさいと返信を送りました｡｢色々話し合

したo｣とのことです.

年はウドム､スイナィ､サグーン､サムアイの4

い､今年度始まった日本語を専攻することに

7月2 7日に実施された｢高校卒業試験｣｡今

オークン9号でお話ししましたが､私たちは昨年

4月に高校卒業後の進学に関する｢規則｣を定めま
した｡今回はそれに従って進学先を決める最初の4
名です｡
卒業試験結果は､ウドムがGrade D,スイナィ､
サグーン､サムアイはGrade Eでした｡スイナイ

とサグーンの高3時の成績は中の上でしたので､内
2月のインタビューでの進学希望先は､ウドムと

心ちょっと心配で｢合格してo E以上を取ってo｣

サムアイはフリンペン大学でコンピューターと

と祈っていました｡一人だけ不合格とかGrade F

医学を学ぶ､スイナイとサヴ‑ンはBBU (OG

では可哀想ですからo

のソラティアが学んだ大学)で会計を勉強するこ

私は､サムアイはGrade Cの壁を越えるのではない

とでしたoまた政府は今年からこの試験の合格率

かと期待していました｡残念!壁を思い知らされ

を厳しくし､ 30‑40%としました｡

たサムアイの気持ちは･ ･ ･｡耐えろ､サムアイ!
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最終､ウドムはノートン大学で建築､スイナイ

今回話し合いの中で新たに知ったのですが､カン

とサグーンはワンダ大学で金融･会計､サムアイ

ボジアには公的奨学金制度はありませんが各大轟

はメコン大学で日本語をそれぞれ学ぶことにな

で経済的困窮学生に対して授業料の割引を行って

りました｡また毎学年末(8月)に一年間の学業

います｡ただこの割引率がGrade Aが一番高く

に対する姿勢､成績､センターでの生活態度等に

Gradeが低くなるに連れて率も低くなっています｡

ついて話し合い･評価し学業の継続･中止等につ

卒業試験の評価の不公平･不公正がここにも形を変

いて協議してゆくことにしております｡

えた不公平を生み出しています｡

出入りしていましたo
l一人

サヴーンとスイナイが通う
ワンダ大学｡大勢の学生が

中に｡がんばれよー･

も間もなくあの学生たちの

いろいろあaiJピ
タjI‑ム､ヌイチイ､ 9Lグ｣ン｣サムアイ

4辛勝lぞ/
身分G身の虐めILr
必鹿にガで/Vばれ.(.I
(事務局)

T､･J3‑‑rP甲r?て 三三‑守‑長空ろ
9号で新しいスタッフ･ソさんと新しい子ど

も･トウラ君を紹介しました｡しかし残念なこと

もセンターでの生活年齢が長いとなると他の子
どもたち‑の影響も大きな物となります｡

に両名とも田舎のお婆さんを世話するためにセ

昨年4月に『｢希望の家｣生活規則』を決めま

ンターを出ましたo特にセンターでの楽しい生活

したのは､子どもたちがセンターで生活する時の

が始まって間もなかったトウラ君はその落胆振

日々の指針となるように､子どもたちの処遇を考

りが大きく､可哀想で声を掛けられないほどだっ

える時の基準･根拠となるようにと考え定めまし

たとナレットさんからのメールに書いてありま

たoロツタナ君のこれからを心配しますが､プノ

した｡

ンペンは庶民生活が混沌とした街です｡健康であ

また昨年度､中学校‑の出席日数が足りなく卒業

れば何とか生きてゆくことは出来るでしょう｡

試験が受けられなかったロツタナ君､ついにセン

この5月､センターの在籍者数は12名となり､

ターを出ました｡もう5年ほど前になるでしょう

ナレットさんに10月からの新学期に合わせて5

かoセンター周辺の開発が始まり､テレビゲーム

名ほど新しく子供を迎えるようにお願いしまし

屋などが出来た頃から生活が乱れ始め､ゲーム屋

た｡そして次の5名が8月から順次生活を始めま

に入り浸り無断の深夜の帰宅や外泊､学校の無断

したo

欠席やセンターの学習のサポリを繰り返してき
ました｡

この間ナレットさんは再三ロツタナ君を諭して
きました｡対処についてはお任せしますと言って

も日本事務所側‑の責任と遠慮があり彼の処遇
に関し結論を出し辛かったようでしたoセンター 戸
は集団生活ですので規律が必要です｡小学生の時1

期なら大目に見て許されても中学生になり､しか
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この滞在で5名の様子を見てきました.トニー

君だけが一人で他の4人は姉弟･兄弟です｡チ
ヨムラン･チョムロン兄弟がセンターに来たの
が8月21日､来て間もないチョムラン君がち

ょっと馴染めないで戸惑っているかなと感じる
ことが何度かありましたが､兄弟で居ますので
初めの戸惑いの期間は何とか乗り越えてくれる
でしょう｡

帰国して間もなく､ナレットさんからもう一
組の兄弟(Menghou12才

9才

小3､ Menghong

小1)を受け入れたとの連絡が来ました｡

二人は諏訪恵子さん(私たちの現地協力者)が
活動する女子シェルター｢ルナセール｣に身を

寄せている女性の子供です｡昨年もここからの
子供を受け入れる話を進めていましたが､責任
者が母子分離に慎重で実現しませんでした｡

テラロ蒸q3g睦改修国事

7fRRA NETlGご貰虜に感静/
バングラデシュ､チベット､タイ､スリランカで

向を尊重するという『現地主義』であること｣を

教育･福祉施設整備の活動を行ってきた佐賀県多久

お話し下さり､ナレットさんの計画に従って事業

市に本部を置く海外教育支援団体テラ･ネット(T

を進めることをご確認いただきました｡

e r r a Ne t)につきましては､ 08年10月

1日発行｢オークン｣第9号で前代表･川副春海氏
の寄稿により皆様には紹介いたしました｡テラ･ネ
ットからは08年度､ 09年度に各々5000番､

計1 000 0番の支援の申し出をいただきました｡
当初､老朽化した木造校舎(毎夕1 7 : 30から英
語､ 18 : 30から日本語教室を開講)の改築･一

部拡張する案を検討しておりました｡事務局として
はせっかくのご支援ですのでひとつ形に残るものを
と考えました｡

メールでのやり取りの中で分かってきたのは､マネ
ージャー･ナレットさんの希望が｢希望の家｣内の
個々の施設部分の改修･補修に有る事でした｡ 2月

18日､川副代表が用務で東京においでの際､千葉･
佐倉‑お越しいただきナレットさんの意向をお伝え
しました｡テラ･ネットが｢すべて現地の方々の意
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<改修･補修は以下の通りです>

洋式に変更された

トイレo子どもたち

は毎朝早くからト

イレをピカピカに

の

掃除しています｡掃

手登Tl

タンクに貯め､それを台所､トイレ4室､シャワー室

除のやり甲斐があ

屋根に降った雨水と井戸からくみ上げた水を貯水

る明るいトイレに

T=D

生まれ変わりまL

益子嘉
1 ･シャワー･トイレ棟

シ

2室に導き蛇口から水が出るようにして1 0年間使っ

1 0年間ずっと火は｢炭｣を用いてきました｡炭は火

てきました｡シャワー室には2m3ほどの水槽に何時も

力の調節が難しく､点けたり消したりがその都度出来

水を貯め､手桶で汲んで体を洗い流します｡トイレも

ず種火を点けておくなど不経済な面がありました｡ま

和式と同類の便器の横に小さな水槽があり手桶で水を

た炭の粉が周辺に飛んで煤けてしまうのはいたし方無

汲みお尻を洗い汚物を流します｡まあ手動ウォシュレ

いところでした｡

ット式水洗トイレと言えなくもありません｡各室内部

今回の改修を機に火をプロパンに替えましたのでコン

はレンガを積んだ壁にコンクリートを塗っただけで1

ロ､水周りの台の上が締麗に保てるようになったよう

0年の間に水垢とカビで黒く汚れてしまいました｡

です｡台所が締麗になったせいか､それまで雑然と置
かれていた物が整理整頓され室内･台の上がスッキリ

今回の改修は外壁の塗装､シャワー2室のドア取替

え､室内の床と壁にタイル施工､トイレ2室を洋式便

していたように感じました｡

器に変更､シャワー重にシャワーノズルを取り付け､

台布巾､雑巾を日常使う習慣が無いような気がしますっ

水槽を1/3極度に小さくしました｡

次は拭き掃除を定着させ締麓な台所が保てるようにし

改修により室内が明るく清潔になりました｡雨季の早

ます｡

朝や夜に手桶で水を汲んでのシャワーは冷たく､始め

3.裏スペースと犬走りの舗装

の1‑2杯は気合が要りましたが､今回本格シャワー
に替わり始めの冷たさが軽減､起きてシャワー､日中
そして寝しなにシャワーの賓沢をさせてもらいました｡

2･台

所

壁､コンロ台､水回りそして食器戸棚をすべてタイ

ル張りにしたお陰で､こちらも劇的に明るく清潔感あ
ふれる台所に変身しました｡

以前は､この場所を通る鹿に足がドロドロになったも
のです｡コングノートの歩道のおかげで､ぬかるみに
足を取られる事もなくなりました｡
正面奥:食堂右:シャワー･トイレ珠左:母屋
手前右(レンガの縁石) :洗濯場
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カンボジア庶

る雨季は足が汚れるのは毎度の事ながらそれでも足

民の一般的な

元を気にすることとなりま+.子どもたちの生活動線

下履きはサン

を考えますと母屋の裏口から｢裏スペース｣を通って

ダル(主にビ

食堂‑､トイレ･シャワー‑＼､洗濯場･物干し場‑と

ーチサンダ

行き､この裏スペースが最もよく使われる大切な場所

ル)です｡土

です｡今回この部分と食堂まで､そして日本で言う母

の乾いている

乾季は良いの

ですが､一年

の半分を占め
舗装された母屋犬走り｡雨季､サンダルを泥で汚さずに裏へ
移動できます.物干u易の奥が洗濯場と裏スペース｡

4 1校舎の改修

す㌔ しかし校舎はコンクリートを流した床の上に軽量

希望の家開設後すぐにセンターと地味の子どもたち

鉄骨を組み壁に板を張った簡単な物でした｡そして心

のために英語教室を開くべく校舎を建設しました｡カ

配していた通り年とともに湿気で下から板が傷み始め

ンボジアの人の｢レンガ造りが良いよ! ｣と言う忠告

ました｡

を開かずに､日本人の感覚で校舎は木造でと我がまま

までレンガに替え白く塗装､壁は同じ色で塗りなおし

を言って建てた物です｡結構な費用がかかった割には

ました｡

後で段々分かってきたのですが､カンボジアは日本の

杉や給などの様な締麗で優れた材木がありません｡セ
ンターから出た大通りにはプノンペンの材木屋さんが

集って店を構えていますこ置かれている材木を覗いて
Ⅳ

も日本の様な椅麗にきちんと整形された物はありませ

｢.T･ 1‑

正直言ってレンガ造りに比べて粗末な感じがしました｡

今回の改修は､傷んでいた板壁を腰の高さ

ん｡また材木は結構高いのです｡雨と下からの湿気を

教室の内部はそれまでの茶色の壁を白く塗り替え､
白い天井を付け､小さいですが蛍光灯を4つ､扇風機

を1つ付けました｡またこちらも犬走りの部分をコン
クリート舗装しました｡見違えるようにきれいな明る

い校舎･教室になりました｡学ぶ子どもたちの目が輝
いています｡

今回のテラ･ネットからの支援によりセンターの居住
環境､学習環境をそこで暮らす皆の要望に従い改修･
防ぐために日本では雨と湿気に備えて以前は基礎の石

補修し整えることが出来ました｡テラ･ネットの『現

の上に柱を載せ高めの縁の下を設けていましたし､現

地主義』に基づくご理解に改めて感謝申し上げます｡

在はコンクリートで基礎を回しその上に建物を建てま
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