｢私ゐ環考盈る葦蕃勤｣
｢こっちに来て｡早く遊ぼうよ｡｣言葉は分から

茨城県立取手松陰高等学校

ないが､まるでそう言っているように私の手を少

三年

高岡

優菜

年は引っ張った｡細い腕だった｡しかし瞳が大き

く､キラキラと輝いていて､太陽みたいな子だと
思った｡

夏休みに高校生1 0人で行くカンボジアスタ

ディーツアーも四日目C旅の疲労を感じていた私

達に､孤児院｢希望の家｣の子供達は休ませる暇
を与えてくれなかった.六歳から二十歳までの約
2 0人が､ここで一緒に生活している.暑さにく

らくらしそうな気温の中でも､バレーボールにバ

ドミントン､カンボジアの子供達は疲れを知らな
いように､日が暮れるまで遊びまわる｡その印象
はとにかく元気で､そして素直､ひたむきo

ここ

が孤児院だと言うことを忘れさせるくらい､みん

てもらいたいと考えているんですo｣
そう語ったのは､ ｢幼い難民を考える会｣で活動

されている､山際さんだ｡山際さんとの意見交
換会で､考えさせられた事がある｡ボランティ
アと人の在り方だc

な明るかった｡

r幼い難民を救う会｣は､オーストラリアから､

私の手を引っ張った少年は九歳だと自己紹介
した｡日本の子供と比べると足も細く､抱き上げ
るととても軽いoしかし運動神経は抜群で､日本

から持ってきた羽子板での羽根つきも､すぐ習得
していた｡実際に自分たちで切った布から作られ

た布ボールのプレゼントを少年はとびっきりの
柴顔で喜んだ｡私は感激したoこんなに喜んでく
れるなら､いくらでも届けたいと思った.私はそ

の少年の笑顔が忘れられないo日本にあんな顔を
して笑う子供がいるだろうか｡
｢とても元気だったでしょう｡私達は子供たち

に､自分の事は自分でできるような子供になっ

ほとんど生ゴミに近い大量の離乳食を送られて
きた事があるそうだo

その話を聞き､私も少し

耳が痛い思いをした｡私も今回､使い古しのぬ
いぐるみや要らなくなったおもちゃを､まるで
リサイクルショップに持って行くように子供達
にプレゼントしたが､もし自分がその立場だっ
たらどうだろう｡私だったら使い古しの物より､
新品のおもちゃの方がいいはずだo

どうも私は

思いやりのふりをして､結局はカンボジアを対
等に見ていなかったのだと思う｡この話を聞か
なかったら､自分がカンボジアを上から見てい

導をしていただきました｡

カンボジアに音楽･美術教育はあ
りません｡今回､水彩画セットを
プレゼントしていただき描画の指

たことも気付かなかったであろうと思う｡

あの少年の笑顔が､更に違う意味を持って私の
頭から離れなかった｡

私は帰国後､私がカンボジアの子供達のため
に､あの少年の太陽のような笑顔を枯らさない
ために､日本で何ができるのかを考えた｡

実際にカンボジアの子供達と接して､まだまだ

私から見て至らない部分があった｡子供達が着
ている服は古着で､ポロポロの服を着ている子
‑7‑

tJの日最後の交流､クメールタン
ス｡今田の講師は小学生男子.こ
れがなかなか上手なのです｡

てなかなかなのです｡

お互いの寂を描いて'ハイ完成｡
ナレットさんは音楽も絵も結構上手
にこなします｡器用と言うか､セン
スがあるんです｡バレーボールだっ

きる道具等がそろっていないのが現状だ｡私はこ

左二丁アリ‑(中3)

の体験をたくさんの人に話した｡日本の人はカン
ボジアのことを知らなすぎている｡地球の中には
もっともっと援助を必要としている人がいるの

に､無関心にお釣りが邪魔だから募金をする人を
見て､もっと周りに私の体験や感じたことを伝え
て､募金はなぜ必要なのか､どう使われているの
かを知ってもらい､意味を持って募金をして欲し

今回は｢水彩セット｣を10セット､日本か

で､意欲も高く､まだまだ子供達が充分に勉強で

ら持参しプレゼントしてくださいました.

そして子供達はとても勉強熱心

右･高岡さん

が目に付いたo

かった｡私は今度､大学の学生にこの体験を話す
機会がある｡そこでもたくさんの人に､カンボジ
取手松陽高校の皆さん､今年も訪問して<ださってあ
りがとうございました｡来年もおいでください｡皆で

アの事や子供達のことを知ってもらいたい｡

待っています! ど

こんな私のささいな行動は､すぐには子供達に
関わらないかも知れない｡だけど続けることによ
って､広める事によって､大きな力になると信じ

ている｡私は今日も､あの少年の笑顔を思い出し
ながら､今月の漫画を我慢して募金をしている｡
少年の笑顔を枯らさないために｡役立っ事を思い
浮かべながら｡
何時も礼儀正しくおしとやかなチヤリヤー(中

3)が､胡坐をかいてリコーダーの指導を受け
ています｡きっと気が付いたら｢ワタスィ､ハ
ズカスイデスネ! ｣と言いそうです｡

茨城県立取手松陽高校･大滝修
先生は､｢地球市民教育｣として
毎年夏休みにスタディーツアー
を実施､昨年に続き今年もカン

アンコール遺跡
とプノンペンを回り､NGO施
で学ぶ中｢希望の家｣も再度
問くださいました｡事前学習
そして事後には､筑波大生との
協同ゼミ､藤代中学での報告学
習､そして校内での報告や写真

展示などを行い､しっかりした
｢学び｣を実践しておいでです
日本の若者の学びの場としての

( 事 務 局 )

LL駄馳

｢希望の家｣を考えている私た
ちには､とてもありがたい訪問

で す .

二･･1

of Hopeを訪問して
千葉大学法軽学部
2年
ある朝部活中に突然､松永さんに｢カンボジ

高島田

舞

に驚かされました｡中には､ Narethさんに頼

アに行ってみないか｣と言われ､まさか4カ月

らず､英語と日本語を訳していた私に､自ら共

後にカンボジアが恋しくて涙にくれると誰が

語で直接言ってくる子もいました｡彼らの熱意

想像できたでしょうかo

には､脱帽です｡しかし､熱心に勉学に励む彼

もちろん初めての海外を､一人で行くという

らですが､厳しい現実もあります｡賄賂を先生

ことで苦労もありましたが､カンボジアは最高

に渡していないと､どんなに頑張ってもよい評

の思い出をくれました｡一般的な日本人がイメ
ージするカンボジアは､地雷やボルボトやアン

価は得られないのです｡そして､その評価によ

コールワットといったものでしょう｡確かに経

し､教師という公務員でありながら､兼業しな

済的には恵まれず､人々の生活は大変です｡し

ければ生きていけない背景もあり､ただ単に教

かし､実際のカンボジアの人々は､私達と同じ

師を取り締まるだけで解決しない複雑な問題

感覚で笑ったり時には悩んだりしながら生き

です｡更に､大学の収容能力によって年毎に合

ているのです｡

格者率が変動される問題もあります｡そんな現

って大学の奨学金が決められる二重差別｡しか

今回お世話になったHome ofHopeでは､ 4

実に負けず必死に努力する彼らには､日本の大

名のスタッフの方と16人の子どもたちが暮ら

学生として日頃の態度を反省させられるばか

していますo朝5時には起床し､各自掃除をし

りですo

生となり勉強会が開かれ､夜10時には就寝し
ます｡ Homeの子どもたちは本当によく勉強し

間もなく集中するよう

ており､どんなに疲れていても､どの子も｢勉

強は楽しい!｣と笑顔で答えていました｡印象
的だったのは､勉強時間以外のふとした時間の

会話を､日本語に興味をもった小さな子が上級
生に何というのか教わっている光景でした｡も
はや勉強が日常生活に溶け込んでいるのです｡

また､菊地さんと高校卒業した子の面接に立ち

チrTlムランo

private scllOOlを受け､夕食後には上級生が先

夜､自習する子ともたらo みんな真
剣に頑張っています｡
こちらを見ているのは8月に入った

になるでしょうo

て､学校に行き､夕方には英語と日本語の

子ども達は勉強だけでなく､もちろん遊び
やおしゃれも大好きです｡香恵さんのお土産

子ともたらに習ったクメー
ル語で話をする高島田さんo

した｡

積極さが素晴らしい学生で

のマニキュアにはみんな興味津々でしたし､
Nareth

さんと女の子達の服を買いに行った

時の､自分の好みの服を選ぶ彼女達と大人し
い服を薦めるNarethさんの様子には､微笑ま

しいものがありました｡また､同じ年頃なの
で恋愛話でもよく盛り上がりました｡
‑9‑

スタッフの力さんが指導する英語
中級クラスに参加する高島田さん

最終日にパゴダに行った際に, Narethさんに

寺院で靴を預かる子どもについて訊いた時こう答
えてくれました｡ ｢日本は大国だから､寺院では神
様のいる場所として､悪いことをする人はいないの

かもしれないが､カンボジアは違う｡貧しくて､毎日

の生活にすら困るから､教育や道徳や倍伸は二の
次になるo彼らは生きるために必死なのだo ｣と｡生

男の子達はバレーが好きで､夕方になると近所のお

きることしか考えられない人生でなく､生きてその先

じさん達も集まってバレーに興じますo公園のような

を夢見ることのできる人生を全ての人に送ってほし

場所がないカンボジアでは､誰かの広い土地を皆で

いと心から頗ってやみません｡その為に自分が何

使うのが一般的なようです｡とある論文(※)にはボル

をすべきで､何ができるのか､もっとしっかり､

ボト政権によってコミュニティが破壊されたとあります

Homeの子ども達に負けないよう勉強したいと思い

が､ Homeはそういったコミュニティを再構築する場と

ますQ

この度は､ Home of Hopeに訪問する機会を与

しても役に立っています｡

えて下さった松永さんをはじめ､現地で貴重な体

しかし､徐々に発展しつつあるとはいえ､経済や医
療の問題はまだまだ大きな問題です｡

験をさせてくださった菊地さん方､お世話になった

一番に感じたのは格差の大きさです｡シェムリアップ

スタッフの方々と子ども達にJbより感謝の気持ちで

では､観光によって外貨を得られる為に､物価は高

いっぱいです｡ありがとうございました｡オークンチ

く､道路も広くきれいですDスタッフの方の義兄さんの

ュナン1

御宅に泊まりましたが､日本でも考えられない程の広
さで､総大理石の建物でした｡一方､ Homeの子の

(※) ｢論文｣ ‑ I ｢アジアの社会保障｣

実家は､和子の葉を編んだ屋根に､丸太や枝で作ら

広井良典･駒村康平著
東京大学出版2003年9月19日初版

れた柱や床の伝統的な高床式の家で､教頭の牛や
豚や鶏を飼って生計を立てていましたoしかし､ご両

(事務局)当会代表･松永は千葉大学馬術部の監督で高

親ともに手足に怪我や病気があるために､生活が苦

島田さんはその部員です｡

しいのだと話してくれました｡また､プノンペン市内の

公務員でさえ､親が病気になった際には医療費の工
面の為に家財を売ったとも聞きました｡公的な医療保
障がまだ整備されていないカンボジアでは､ NGO･
NPO等のサポートは欠かせませんo
しかし､他のNPO･NGOによるストリートチルドレンの

施設を見学させていただいた時には､子ども達の笑

顔は変わらず明るく元気なものの､設備等の点で
Home of Hopeとの差を幾つか感じました｡ NPO･

NGOの力にはやはり限界があり､平等なサービスを
与えられない点で批判もあるでしょう｡しかし､政府の

改修が終わり明るくなった教室で学ぶ英語初級クラス
の子ともたら0日がキラキラ輝いています｡ 2月に‑クラ

財力等に問題があり公的な保障はまだ望めない現

スで低調だった英語クラスを初･中級の二つにしました｡

在､ NPO･NGO等の支援から､人々の生活を変えて

おかげで小さな子どもたらが来るようになりました0 8月
に来たウィサカー(中2) ･石上も臆せず下級生と一緒に
英語を学び始めました｡

いくことは､大切な大きな歩みだと思います｡
一1

0‑

には､9歳

地
か

力なコネもないからです｡

師への付け届けやワイロが渡せず'有

が悪いからではありません｡実は'教

もうひとつは､小学

つかない程度でした｡

本譜での会話もおぼ

ひとつの教室､一人

生から大学生まで､

これが現実なのです｡カンボジアの｢格差社会｣

の先生で教えている

とお考えでしょう｡しかし､

教師の月給が､30‑4

｢そんな馬鹿な｣

良(会員)

(小学生)

菊

｢プノンペン･日本語教育事情｣

孤児院｢希望の家｣

の象徴ともいえますC

点です｡

までの男女16人が生活し

ています｡今回の旅のリーダー･菊地龍彦

0ドルということもありますが'ここにはボル

少なくとも､｢初歩｣

(大学生)

ンボジアの子供の人権を考える会･The

ボト政権が(75年〜79年)､教師を含む知識

と

ら21歳

∽CCCR･事務局長)は､将来､このうちの4人

人を根絶やしにしてしまい､その後も20年近

分ける必要がありま

(カ

位を日本に留学させたいと考えています｡例え

く続いた内戦の後遺症が見られるのです｡いっ

すo

(年間480ドル)

を

が負担しなければなりません｡悩

ましいところです｡

｢希望の家｣

には先生の月給40ドル

口出しはできません｡もうひとつ教室を増やす

｢希望の家｣ は単に軒先を貸してるだけなので

同組合｣(茨城県)で､

残念ながら'運

の二つに

ば､日本の看護学校に入学させ (奨学金が期待
たん崩壊した

営主体が ｢いなほ協

｢初級｣

できる)'資格取得後､日本で就職し(お礼奉公

め元に戻すには時間がかかるのです｡つまり'

が保障されている国ではないので

｢教育

体制は､教師の質をはじ

で奨学金を返済)､その後母国に貢献する人材に

カンボジアは'未だに貧富の差を問わず
の機会均等｣

｢教育｣

育てるという計画ですoそのためには､｢日本語｣

の習得が必須条件です｡現在､日本の学校や企

す｡

｢日本語教室｣

で日本語を学んでいます｡私たちの滞在中は､

9⁚30に別棟で開かれている

サムアイは､ウイークデイ･18‑30‑1

業は､｢日本語｣ができない外国人を受け入れな
いのが実情だからです｡
トップバッターは､明るく人見知りしない性
のリーダー格･サムアイ(2

サムアイは､新学期からNGO｢日本語教室｣

格で､｢希望の家｣

夏休みということもあってか､一日しか開かれ

彼女は'新学期が始まる9

(月謝‑5ドル)

ですo

1歳'女性)

ませんでした(9月10日)O丁度その日は'定

んな先生が教えているのか'疑問です｡｢日本語｣

に通う予定です｡しかし､ど

月下旬から'私立メコン大学で英語を勉強する

のテストの答

の上達は'教える先生の能力に左右されるから

人に

(30歳位'男性)

｢日本語｣

にお話を聞く機会

を習い､07年度に

｢日本語能

を得ました｡カイ先生自身は'広島出身の日本

カイ先生

の

この教

の日本語力です｡僕との目

｢日本語教室｣

案を28人の生徒に返却していましたo

(20代後半)

滞在中に､ひろしまハウス

です｡

Ⅱ﹄に

室は､近所の子どもたちにも開放されているの

‑﹄

番教科書﹃みんなの日本語
｢高

予定です｡本来は'国立プノンペン大学医学部
志望だったのですが､カンボジア独特の

校卒業試験｣ でA〜C

です｡新学期からは'﹃みんなの日本語

(国立大学受

グレード

先生

問題が二つあります｡ひとつは'キーボライ

進むのでしょうO
(サムアイのグレ

験資格) が取れないの
です

ードはE).彼女の成績

1 1

道理で､上手な日

取得していますo

力試験･3級｣

講者も募集しています｡ここでは､サムアイが

属していますが'大学生のほかに一般からの受

本人が配属されています｡プノンペン大学に所

ザ‑にS氏､日本語コース運営指導に‑氏と日

を習得する機会はないの

では､サムアイが日本語

までは届かないのです｡

援助も､サムアイの手に

し､せっかくの日本の

を

本語を話します｡

受講できる可能性をさぐるよりも､キーボライ

ンター﹄(CJCC)が日本語教育の元締め(?)

6年に開設した﹃カンボジア･日本人材開発セ

を終了したレベルです.カイ先生の話から､｢0

本語を150時間程度学習し'初級コース前半

の授業を行っていま

200名の学生に'それぞれ初級･中級クラス

v教師2名とカンボジア人教師4名が8クラス

55名の学生に､また､法律経済大学で10C

教師1名とカンボジア人教師3名が5クラス1

日本人がいて'サムアイに無料で個人授業をし

しているようですo

開かれる

は､プノンペン大学日本語学科内で'年に一回

TA)｣

有志の

中央(青い服Yカイさんとそ
の右･菊地良一さん

｢日本語能力試

でしょうか｡

幸い､サムアイが通うメ

先生のようなカンボジア人教師の養成が先決で
LrLhつ.

験｣ は､国際交流
基金が年に一回'

コン大学でも､日本語が

学習されています｡ただ

一方､プノンペン大学には'05年10月に

正規の

し､正規の授業ではなく'不定期の場合もある

日本語教育が盛ん
な世界各国で実施

人教師5名､日本人教師6名で'学生200名

のが心配です｡

で'日本人教師もいるらしい｡プノンペンには

す｡いずれも国立大

てくれれば申し分ありません｡

が開設され､カンボジア

し､1級から4級

が学んでいます(08年6月現在)｡このほかに

カンボジア人教師による民間﹃日本語学校﹄が

学なので､｢高校卒業

｢日本語学科｣

までを認定してい

も､経営大学では10CV (青年海外協力隊)

ということが分かりました｡滞

日本でも'小泉改革以来｢貧困層｣が拡大し､

(CA‑AL

20近くある｣

試験｣ で国立大学へ

大きな社会問題になっています｡ましてや､社

｢日本語スピーチコンテスト｣

を運営

にまで届く手立

このメンバ‑の中に奇特な

｢貧困層｣

日本への留学を果たせる日が来

る幸運を願うばかりです.

本語を習得Lt

事務局

在中に分かったのはここまでで､以下は帰国後

の道を閉ざされたサ

会制度が未整備な途上国･カンボジアでは､経

がありますo

に調べました｡情報源は､｢国際交流基金｣HP

ムアイが入り込む隙

済発展とともに貧富の差が広がる1方です.し

Lか

(会員‑約60名)

とIICAカンボジア事務所の友人･Mさんで

はありません｡日本
｢ひろしまハウス｣

す｡

は'1

かも､日本の援助が
｢CICC｣

と世界1ですo

(07年)

のカンボジアへの援

カイさんの話に出てきた

国立博物館そば､市中心に立
ちます｡早稲田大学石山教授
設計'赤い部分はレンガ積み
っぱなしです｡l階は孤児の
活動スペースです｡

0万ドル

ても見通せません｡サムアイが､一日も早く日

｢カンボジア日本語教師会

もうひとつ'ボランティアを含む日本人教師

ます｡4級は､日

外国人にみやげ物を売る子ともたら
助額は､1億136

をはじめ各種日本語講座があり

ICA事業として06年2月に開所し､｢日本語

教師養成講座｣

ます｡Mさんからの情報では'チーフアドバイ

に｢実用英語｣を教えていました｡
(ひろしまハウス1 Fにて)
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