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てはどのような生活を送り､どのような考えや思
いを持っているのかとても興味がありましたoそ
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して､カンボジアという未知数広がる中で､私に
｢何か｣が起こることを期待せずにいられません
でしたD ｢何か｣など根拠のない期待だからこれも

〜Moonllght〜

空高く浮かんで見えるものo

また未知数oでもそれが良かったのですo結果や

太陽､雲､星､そして月｡

答えがわかっていることより､失敗のない安全な

生活のリズムを作ってくれる大切な役割を持ち､

ところで自分を守ることより､先が見えない､予

そして命の持つ全てのものに壮大な

測がっかないところ‑我が身を放り込みたい､そ
んな気持ちでした｡だから､迷いは一つもなく母
‑の返答は｢YES｣｡それから出発まで日は浅かっ

存在の意味を示す｡

特に月は､時に人間の感情を優しく大きく膨らま
せ､切なく涙を誘いこむ｡
それらを頭で理解していても､体や心で感じたこ

たので､次の日から図書館‑通いカンボジアに関

とがあっただろうかo

係する本を読みまくりました｡受験のことは既に
私の中から消えていましたoまだ見ぬ希望の家の

朝がきて､夜がくる｡

メンバーと会うことが一番の楽しみで､いろんな

陽はのぼり､やがて月は光る｡

ことを教えてもらおうと一生懸命カンボジアのこ

当たり前だと特別に意識を働かせたことがなかっ

とを勉強しました｡

たからか､それとも忙しい毎日で

そして迎えたカンボジアの旅｡不安や心配は全く

空を見上げることさえも忘れていたからかo

ありませんでしたo

それまでの暮らしの中では､おそらくこのような

した｡先にも述べたようにカンボジアでは希望の

ことを考えるチャンスはなかっただろと思う｡

家の皆と仲良くなりたい､友達になりたい､その

同じ地球という星で､同じ月を見ているのに､月

気持ちがとても強かったのです｡でも機内で重大

がこんなにも美しく光っているとは

な問題を思い出しました｡私は人見知りをしてし

カンボジアを訪れるまで知らなかった0月の光を

まい､感情豊かに表現できるタイプではないとい

引き立てるには､それ以外が真っ暗でなければな

うマイナスな部分を･ ･ ･ ･

むしろ期待で胸がいっぱいで

らないo夜は暗いoそんな当たり前のことが本当
どこかロマンチックで心をしっとりさせる要素を
持っている｡

解き放たれたという解放感は新しい感覚でしたo
これは大人の言う｢現実逃避?｣､だとしたら存分

この光を浴びながらいろんなことを思うこの時を

に限られた時間を有意義に過ごそうとパワー全開

とても肇沢に感じた｡そして､いつまでもこの時

でした｡嬉しいことにカンボジアの皆はとても明

を楽しんでいたいと思った｡

るくそして温かく私を迎えてくれました｡みんな

カンボジアの月の光｡私にはとても印象深く残っ
ている｡

②忘れ物〜Thing left behind〜

初めての海外､カンボジアo
そこは私にとてもとても素敵なプレゼントをして
くれました｡

全力投球してきた部活も夏の大きい大会を最後に
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引退､すると学校も塾も受験一色にシトしますo

の人柄が直に伝わり心がうるうるしたのを覚えて

勉強という言葉に四方八方塞がれどこか息詰まる

います｡その時の心地よさ､ありがたいという気

日々を送っていた頃､母が唐突に切り出した｢カ

持ち､言葉ではうまく言い表せないけれど､一生

ンボジア｣ ｢希望の家｣の話は私をすぐにとりこに

忘れることのできない宝物です｡
コミュニケーションをスムーズにするには先ずは

しましたo同じくらいの年齢の子供は海外におい
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川本綾乃さん

到着｡

滞在4日日oもう笑顔は本物だ｡

はとても必要なことだと気づかされた｡月の光は

最も大切なのは｢笑顔｣だと皆から教わったよう
シアヌークビルの海岸で
センターの子供とその友人たち
の笑顔の中で

な気がしますo

T･l.

朝日の中での朝食｡
給仕をするのは大学1年生 サ
ムアイQ心和むひとこまですo

言葉が必須だろうと､私なりに英会話を準備して
きたけれど､それはとても小さく必要なことで､
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うなのです､みんないつも笑っているのです｡作

来日〜Home stay〜

り笑顔ではありませんo

今度はいつ会えるだろうと寂しい別れをカンボジ
アでしてきてから2カ月余り｡テアラーさんが来

自然にわいてくる笑顔で

す｡心の底から出てくる笑顔ですo

その様子はき

らきら輝いて私には映りましたo

そしてその笑顔

日するという突然のニュ

スを聞いて驚きました｡

が振となるのでしょう､どこかいつも意欲的でエ

と同時に嬉しかった｡こんなに早くまたカンボジ

ネルギッシュ､生き生きとしています｡フッと自

アの友達と会えると思っていなかったので｡

分を振り返ってみると､考えさせられるものがあ

テアラーさんのスケジュールに数日余裕があると

りました｡

いう情報を得､ぜひ我が家にきてもらいたいと思
い立候補しました｡両親の関係などで我が家をホ

送っているのか､笑っているのか､生きているの

ームステイとして使ってもらうことは珍しくない

か･ ･ ･｡物や情報に満たされているはずもそれ

ので､テアラーさんが泊まりに来てくれることに

に気付かず､もっともっとと欲に欲を重ねいつも

は何にも問題はありませんでしたo

満腹状態にしていないと心が落ち着かないのでは

気持ちでいっぱいでした｡そしてどんなことをし

ないかD常に満腹だからハングリーにもならないo

てあげられるだろうか､どんなことをして楽しい

何か間違ってはいないだろうか､こんなところで

思い出を作ろうか､カンボジアで希望の家の皆が

不安に陥りました｡

私にしてくれたように､私もテアラーさんに何か
してあげたい｡
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私は会いたい

桜台中学3年C組
ヴァン テアラーさん
制服がよく似合いますネo

ノ)になるそうです｡

後ろの島への架橋工事中｡
外国人専用の観光島(カジ

(
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自分も含めて今の中学生はこんなに楽しい生活を

不足の中の幸せo不自由の中にある喜び｡

大切なものを忘れてきてはいないか､真剣に問う
自分o

でもまずは普段の生活を見てもらおうと思い日中
の中学校や小学校を見学することはできないか両

希望の家の皆との出会いが､立ち止まって考える
時間をくれました｡人として最も大切なものは何

親に相談すると､とてもいい考えだと学校に問い

なのかo

学校校長共に快く賛成して下さり｢印象に残る
日にしてあげてください｣と前向きな提案も頂き

それをどこかに忘れてきたのなら早く探

しに行かなくては｡
生きる力

感謝の気持ち

生きる喜び

仲間を大切に思う心

合わせしてくれましたD この話に中学校校長､小

ました｡そして､まるまる一目､テアラーさんと

一緒に登校して授業を受け給食も皆と食べて､放
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課後はそれぞれの部活動を見学したり参加したり

らいです｡だから､学校の友達もクラスメイトも

することを計画しましたD

部活の仲間も自然とテアラーさんの周りに集まり､

これには友達の力が必

要で､またテアラーさんの日本の思い出を刻む1
コマに協力してほしいとクラスメイトに呼びかけ

英語や日本語を交ぜながらコミュニケーションが

ましたo

はというと体育と家庭科は授業としてやったこと
がないのであまり興味がわかなかった様子でした｡

生まれ素敵な輪ができるのでした｡しかし､授業

テアラーさんが登校する日の全授業の先

生に事情を話し机と椅子を用意してもらい一緒に

授業を受けてもらうことを受け入れてもらいまし
た｡多くの海外では｢部活動｣というものがない
ので来日した学生はそれにとても興味を示しますo

美術は鉛筆を使って隣の人の顔を捲くといういた
ってシンプルな内容でしたので理解もしやすく取

り組みやすかったのだと思いますoほとんど喋ら

だからテアラーさんにもぜひ体験してもらいたく
て､その日部活動を予定していなかった部には活
動のお願いをしてできるだけたくさんの部活動に
参加してもらおうと考えました｡もちろん､みん
な気持ちよく引き受けてくれました｡

小学校校長も楽しみにしていると聞いたので､休
み時間をそこにあてました｡長い渡り廊下で小中

学校校舎が繋がっているので短い時間の移動も容
易で､さらにその日だけは少し自由に動きたいと

ず集中して描いてましたo英語はテアラーさんも

先生に頼んでいましたので充分見て回れる時間は

勉強しているし､先生もその日は授業内容を変更

できました｡

してカンボジアをテーマに､そしてテアラーさん

を中心に授業を展開してくれましたo

カンボジア

の様子を話す時､テアラーさんは自信を持ってそ
して幸せそうに話すのでしたo

きっとテアラーさ

んはカンボジアという国が大好き､希望の家のメ

ンバーが大好きなんだなという気持ちが伝わって
きました｡貧しい国だと言われているけれど､心
がこんなにも温かい｡これこそが本当の幸せなの
ではないだろうか､テアラーさんの話を聞きなが
そして当日､テアラーさんには私と同じ制服を用
意し日本の中学生になりきってもらいました｡テ
アラ さんも感激し､朝食も忘れて大はしゃぎ｡
日のスケジュールを説明するのには大変でした｡

らそう思えて仕方なかった特別な英語の授業でし
た｡学活もそのまま延長で行われ､楽しくも心に
触れる深く内容ある時間だったと私は思いました｡
げんに最後に撮影したクラスの集合写真はいつも
よりずっと笑顔がいっぱいで和やかな雰囲気を感

授業内容が体育､美術､家庭科､数学､英語､学

じる､とても素敵な1枚の写真になりましたo

活とカンボジアには無い授業が複数ありそれを伝
えるのが難しかったのですD

テアラーさんもわか

らないことをわかったようなふりをする人ではな
いのでタジタジでしたo 見るに見かねた母がフォ
ローをしてくれてあっさりその山は乗り越え､い
ざ登校‑｡

テアラーさんの素敵なところはいつもニコニコ､

いつも元気な挨拶ができるところだとカンボジア
に行った時からずっと思っていました｡そして､

全く人見知りせず自分のペースで初めての人とす
ぐに仲良くなれるその姿はとてもうらやましいく

その後は部活動見学｡テニスやバドミントン､野
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球にサッカーと道具を手に部長に教えてもらいな

聞くと開口一番｢疲れたよお｣でしたo毎日こん

がら体験o

なに遅い時間まで学校にいるのか､昼寝はしない
のか､あんなに長い時間勉強するのは大変と感想

陸上はハードルの練習をしていました

が､それは少々莫臣しかったようですo

実は運動部

をたくさん聞かせてくれました｡そうとう疲れた
のでしょう､話すだけ話してそのあとリビングで
コトンと寝てしまいまいた｡

制服､体操着､時間割､部活｡私達は普段当たり
前のようにやっていることも､テアラーさんには

新鮮に映り日本の学校生活に興味津津o でもやっ
ぱり授業より休み時間の友達といる時間が楽しか
ったという感想は世界共通なんだなと恩いました｡
テアラーさんのあの屈託ない明るさと笑顔がクラ
ス全体に広がり､みんなの笑顔もステージアップ
んの目はいつもよりひとまわり大きかったように

したことがとても印象的でした｡テアラー現象､

思います｡

私はそう呼んでますo

竹刀を握らせてもらい｢かまえ｣を教わっていま
したが､真剣そのもので顔つきが違っていました｡

また､来てねってクラスメイトみんながそう願っ

てます｡数年後の同窓会に招待しようかと気の早

写真を1枚撮っておくべきでしたo

いことを言っている友達もいましたo

きっともう少

し時間に余裕があれば剣道したかったのでしょう

ありがとう｡そう伝えたい素敵な一日でした｡

が､下校時間となってしまいましたo ｢剣道かっこ
いいですo頑張ってくださいo｣とテアラーさんに

エールを送ってもらった部長は万弁の笑みを浮か
べて嬉しそうでした｡最後に校長先生に挨拶‑行
くと｢カンボジアでも一生懸命頑張ってくださいo

今日の日を忘れないでくださいねo｣と握手をして
お別れをしました0

‑緒に帰ろうと待ってくれて

いた友達とワイワイガヤガヤお喋りしながら､い
つもなら10分の通学路を1時間かけて帰りまし
た｡帰宅後｢どうだった?｣ってテアラーさんに
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ボー｣｣ンクにも挑戦をしました｡
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