初めてD)hンポジア希望の家そしてル暑
いんば学舎職員

測田

雄介

きっかけは菊地さんの｢カンボジア行く?｣とい

た｡実は希望の家での生活の中で洗濯物を洗ってく

う一声だった｡仕事のことが頭によぎり答えを出せ

れた彼が1番に私のことを気に掛けてくれていた｡

ずにいたが､何日かたつともうすでに出発の手筈が

初日に彼らと顔合わせを行った時に､日本からTシ

整っていた｡正直､心の準備もできていなかったが､
｢カンボジアに行ってもなんとかなるだろう｡なん

ャツなどを持っていった(私もお土産を用意したが､
カンボジアに持っていくのを忘れてしまった).子と

とかならなかったらなんとかする｡｣と半ば強引に自

もたちにTシャツを配ったのだが､男性物は少なく､

分を説得してカンボジアに向かった｡旅行ならばい

くじ引きになった｡くじ引きで引いたものにはサイ

ろいろ調べた万が明確な目的を持って合理的に楽し

ズもばらばらで着られない物もある｡顔合わせが終

めるだろうが､何も知らない状態の方が､胡光本で

り､寝室に向かうと子ともたちが私のところへ来て

仕入れた情報で先入観を持つことなくありのままの

握手や話をしたりした｡彼は私のところへ来て､ T

カンボジアを感じることができるのではないかと考

シャツを指差し､ ｢ピック! ｣と言って､私にくれよ

え､ほとんど何も調べなかった｡知っていたことは

うとしだ｡正直､ Tシャツが足りないという状況で

水を飲んだらお腹を壊すことと暖かくて過ごしやす

はなかったし､そもそも日本から持ってきたものを

いということ<'らいだ｡

もらうことに抵抗があったので､ ｢友だちにあげて｡｣

そんな私だが､実は､帰国してから1週間写真を

と言ったが､ ｢これはお前にあげるんだ｡｣といって

見ることができなかった｡次はいつ会えるかわから

譲らなかった｡結局､彼の気持ちに押されてそのT

ないという寂しさが先行してしまい､涙が出そうに

シャツをもらった｡今では､ E]常生活でもらったT

なるのだ｡実際にカンボジアの子どもたちと空港で

シャツを使いながら､時々彼の顔を思い出す｡彼は

別れるときも涙が止まらなかった｡コンタクトレン

私の絵を描いてくれだが､残念なことに｢写真を撮

ズが合わずに裸眼で結果的によかったのかもしれな

って｣と言われて写真を撮ると描いた絵をぴりぴり

い｡もし､彼らの表情が見えていたら余計に別れる

に破いてしまった｡こんな=ピリードもあった.あ

ことができなかっただろう｡そんなことを思い返し

る日､カンボジアで人気の飲み物｢SAMURAl｣を

ながら､この原稿を書いている｡

飲んでいたら自分が予想した以上に美味しかったた

携帯電話もTVもない､お湯ではなく水のシャワ

･ :69に｢SAMURAF!SAMURAI!Jと畦いていたo次

ー､手洗いでの洗濯. E)本に生活して当たり前にあ

の日､子ともたちと鬼ごっこして遊んでいると彼の

ったものがそこにはなく戸惑った｡また､学生時代

姿が見えなかったので｢どこいったんだろう｣って

に飲食店でバイトをしていた時の残飯の状況などを

思っていると彼は｢SAMURAl｣を買って私にくれ

見ていると賢沢だなと思うことはあったが､カンボ

た｡思いやりのある行動に感謝の気持ちもあったか､

ジアに着き､質素な食事をし､実際に手洗いで洗濯

自分の情けなさ､彼の生きる力にとにかく圧倒され

をしたり､火を起こしてご飯を炊く様子を見ている

た｡彼は私を見てくれていて困っている私を助けて

と日本がいかに恵まれた場所かを実感した｡

くれたし､ジュースやお菓子を買ってきては私に食
べろと言い､常にもてなしてくれている様に感じた｡

希望の家でこんなことがあった｡手洗いでの洗濯

彼は7人兄弟で13歳の少年であるC彼の父は

の経験はなく､ (手洗い自体はしたことがあるが､手

70歳でカンボジアの平均寿命から見るとかなり高

洗いをした後に洗濯機にいれて再度洗っていた)汰

齢である｡恐らく父には責育能力がなかっただろう｡

濯物の匂いが余りにも臭いので困っていたらある子

実際に彼は近くの孤児院で生活をしていた｡その中

どもが私に近づいてきて｢見てて｡｣と言って洗濯物

で彼はどのような生活を送っていたのだろうか｡

をいれた桶を私からとり､やり方を丁寧教えてくれ､

恐らく､彼は孤児院の仲間たちとお互いで助け合い

中に入っていた洋服を全部洗ってくれた｡次の日も

寄り添いながら生活を送らなければ生きてこられな

私が水場に行くと半ば強引に桶をとって洗ってくれ

かったのだろう｡幼少時からそのような環境に身を
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置いた事で彼は自然と囲っている様子に気力りき､

こういった相手を思いやる気持ちが自然と溢れてい

手を差し伸べることができるようになったのであろ

る国にしていきたいなと感じた｡

うB もちろん環境のみが彼をそのようにさせたので

はない｡苦しい環境にいて､下に落ちていく人は多

い｡誰かを蔑んだり､助けずに見て見ぬ振りをした
り‑｡そうせずにこられたことは彼が本来持つ優し
さがそうさせたのだろう｡ 13歳の子どもがそのよ

うに気がついて手を差し伸べるということは日本で
はなかなかない｡

私は､彼の優しさは彼がその人に必要とされたい
から行っているのではないかと感じていた｡彼は感
謝されることで自分はここにいていいのだと確認し
ていたのではないだろうか｡居場所が定まることで

くれました｡いつもちょっと離れた感じのタラは遊び
の輪の中にいつもいて｡タラと子ともたらとの距離を
随分ちじめてくれました

安心して生活を送ることができていたのではないか｡

決してカンボジアだけに限った話ではない｡人間の
誰しもが居場所を求めている｡そして､彼の場合は

なぜ日本ではこのようなことがなくなったのだろ

思いやる中で自分の居場所を作ってきていたのでは

うか｡今､考えてみるとアンコールワット観光へ行

ないかと思う｡

った際に同行したガイドさんがその筈えを暗示して

悪ふざけをして私に怒られてみたり､サッカーを

いるようにも思える｡そのガイドさんは｢60年位

純粋に楽しんでいたり13歳らしい無邪気な一面を

前の日本を思い出すという日本人の万がここにはた

見せる一万で､ 13歳とは思えない気遣いをできる

くさん来ます｡｣と言っていた｡つまり､カンボジア

少年だったo

彼の持つ優しさは過酷な世界で生き抜

は1950年くらいの日本､すなわち戦後復興真っ只

くスキルとして幼少時代から培われたものなのだろ

中の日本と近い状態にある｡実際に体験したことも

う｡そのような過酷な環境で生き抜いた彼のひたむ

ないので想像による所が強いが､戦後復興期は一人

きな優しさは私の心へ響いたのである｡だからこそ

の力だけでは生きていくことができる人は限られて

私は彼の笑顔やようやく撮らせてもらえた写真､私

いたであろう｡したがって､お互いが助け合い､寄

を描いてくれた絵のことなど彼にまつわるエピソー

り添いあいながら生きてきたのだと思う｡しかし､

ドが頭から離れることがないのだ｡

時代が進むにつれて一人の力でも生きていくことが

できるようになり､助け合う必要がなくなったo そ

うなったことで助け合うという考えはゆっくり消え
ていたのだろう.その結果､今のような人間関係の
希薄な社会へ変化してしまった｡特に家電製品の発
達はこの社会へ変貌させてしまった大きな要Egでは

ないだろうか｡実際､家電の存在により家事の負担
が激減し､家事に費やさなくてはいけない時間は減
り､女性の社会進出の1つの要因になった｡今まで､
料理ができないなと思っていた人も家電を使えばな

んとなく生きていくことができるようになった｡
世のため見たことが無いのだが､指の横腹で皮膚を

挟み順次移動するのか｡チヨット痛目だか虫が這い
ずった様な感覚で､とてもいい気持ちです｡

発達には一長一短がある｡家電の発達は一人で生

きていけるようになったが､その分､助け合う必要

性を失わせ､人間関係を希薄にしてしまった｡携帯

日本では彼のように軌､やれる人間は非常に少な
い｡なぜなら日本では人間関係が希薄となり､思い

電話の存在で､定期的に連絡をとることができるが､

やる気持ちが減少してしまったからである0日本も

た｡田本は確かにすごく便利だ｡カンボジアは日本

その分､何かに縛られるような気がするようになっ
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じ食事をし､同じ時間を共有したのだとしみじみ

に比べれば､遅れた文化｡社会的にはそういった印

象だろうD今回､私が強く感じたのは豊かさとは経

思う｡今はもう写真を見ても泣くことはない｡逆に､

済的､文化的な発展だけではないってことだoカン
ボジアは豊かではないoだが､そこには本来､人間

子どもたらの笑顔を見て元気をもらい､ 1日のモチ
ベーションに繋げることもある｡今や私の中では私

が持ち合わせているであろう他人を思いやる心が確

を奮い立たせる1要素なのだ｡次に泣くとすれば､

かにあった｡それはカンボジアの持つ1つの豊かさ

子ともたちと再会するときだろう｡

ではないだろう机そもそもカンボジアが日本のよ

日数からすれば本当に短い期間だBだがそこには濃

うな経済発達をしていれば､今回のエピソードは起

密な日々と出会い､そして別れがあった｡その1つ

きてさえいなかったのだ｡

1つが私にとっては大きな体験であり､今後の人生

希望の家の子ともたらは今･元気なのだろう机

の糧になっていくだろう｡子ともたらにとっても私

/ルーボールは続いているのだろうか｡時々､自分

との出会い､別れがそういったものになっていれば

の中で考えてみる｡そしてまた1枚1枚写真を眺め

いい｡

る｡その写真を眺めながら､確かにここにいて､同

後町さん､寄稿ありがとうございました○プノンペンを訪初めて訪れたカンボジア.プノンペンがそんな僕に答え
れた際子どもたちに日本語を教えてくださり､それがごをくれましたo孤児院の開設はちょっと衝動的だつたか
縁で知り合って以後､東京と千葉と離れているためにゆな01998年7月､｢希望の家｣を始めて3年は､衝動のく
つくりお話しもできず○れるエネルギーで持ちましたがそれ以後は苦労がo運
今回読ませていただいて､相通じる点があり大変嬉しく営資金､ナレットさんの悩み､子どもたち個々がもつ間

思いました.題､日本においては仕事を持ちながら会報を発行する
1996年､初めてカンボジアを訪れるまでの数年間､こと､時期が来ればNPOの報告書を作ったりとoでも､

途上国の子どもたちのために何か‑と思い､新聞に載すべての苦労の後ろに笑顔があることを思い出し‑
つていた｢フォスタープラン｣(毎月5000円で子どもと地後町さんが近いうちにカンボジアを更に近い存在にする
域社会を支える)に参加しておりましたoLかし､年が経取組みを始めたいとのことo楽しく頑張ってくださいC
つにつれて何か充たされ切れない思いがo
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国事昏官学中層蘭
モット･サマイ
1留学の期待
私はモツト.サマイと申します｡私はカンボジアのコン
ポントムという大きいな県で生まれまLJ己6人家族でご

ざいます｡両矧濃業ですo柵ま工場で働いています｡妹
は中学校1人と大学2年生1人です｡
もし雨が降らなかったら､野菜や小麦を植えられません｡
ですから､私の家族の生活f却封柁壬か大変でL/rL自分の
毎年行われるイベント､春の運輸会

家族と一緒に住むと勉強する事が出きませんでしたので､
お父さんのおか丁で200 1 (希望の家) lnれましrL
その時､私は1 1歳でした｡でも.私だけではありません､

ほかの友達もいまL/rL皆色々な場所から来まし危その

時､皆1 4人くらいで此私はきれし瑚肋tあるL^い
っぱいご飯を食べられるし1それに勉強する事ができま
し凪これ批癌族晃たいだと思います｡朝早く起きて､
十緒に掃除したり､ご飯を食べたり､それから一緒に学校
へ行きまLJrL

強するまうかいいと思いまし凪学校の中での勉∃配けで
なく､生活全体が日本語の勉強になるからです.
駅でも､スー)ででも､テレビでも､すべて日本百計)言葉的I

使われているので､早く覚えるようになると思いました

それだけしやなく先生とか､時阻自分の周りに状態も大
切だと思います｡私は自分で希望を持っているので､お父
さんが日本に呼んでくださいまLJ己

私おく学まで勉強させてもらいまu己私は勉強がとても
好きでg.特に外国語を勉強するのか｣番大好きです｡例

え.ま福邑E]本吉邑タイ語などです｡なぜ私1滴吾
を勉強するのが好きなのかも
実は､私l剖lさいから外国語の先生と通訳者になろうと思
っていました｡高校を卒業じこから.と思ったのです机
01unlm Reme Unhwdty)で英語を‑年間勉強し

まじ巳カンボジアでは椎でも英語ができるので､ちょっ
と嫌な感以こなりました｡

2

E]本での生活

私は去年の4月に日本へ来まLJ己
成EEl日本語学校で2年間El本譜を勉強する予定です｡

日本では暮し低雨塊雪が降った時､寒し像お父さ
んにI蔀巨当にお世話になっていまも心から感謝していま
す｡どうもありがとうございます｡
日本でのせいかつはとても速く過ぎて､もうすぐ1年間に

なります｡

私は日本語が好きですか■ら､その手象夢を実現するために
は日本語を習わなきゃいけないと思ったので､王立プノン

ペン大学の日本語学科で田本語を勉強するようになりま
し虎｡

日本語の文法や漢字は､クメー)は吾と違った使い方なので
間違えやすいです.日本語はクメーJLa吾と比べると､複雑
だと思います｡一年間勉強したのです力t E]本人となかな
か日本語でコミュニケーションができませんでし/rL

よく考えて､もし八一年間日本で勉強したら､日本人と話
したり､どこでも日本語でコミュニケーションができたり､

早く上手になると思いまLTL外国語はその国へ行って勉

ネパ｣JLl人の級友とイトーヨーカ堂でウインドウショッピング

買物はもっぱら1(:0均で｡働軌倹約!
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巳本に来たばかりの歌唱今まで､わからないこと軌慣

円でいろいろなにも買えま筑弧パン､いろいろな野菜

れ乱噂力琴くて､お父さんにはご迷惑をおか1していま

などです｡

す玖本当に優しくて親切にしていただいていま筑お
3

父さADおか丁ご楽しく勉強しながら､バイトをしていま

ケアホ‑ム

4. 4月9日から学校鯛台まりまL凪成田E体学研まあ

まり大きくありません机きれいな学校です｡留学生は
色々な国から来ています｡例えは中臥台湾､ネパールt
ベトナムタイ､モンjjL'､スリランカなどで4. 1番多
いのまネJトル人です｡

学税調曜日から金暦日まででgo九時から1 2時半まで
です｡

私のクラスは1 7人で筑初めlよ私の友速ま日本語で自
己紹介し力できませんでした｡いつも友達と国の言葉で喋

畑輔車害を持つ5名の青年の博吉をす劫士事でgD食事･入
漁D介臥況馨その他日常坐看支援が士mQ一年目はサ
マイともう一人で行いま戯今は一人で5人の世話をし
ています｡一人前rコ士重力できるようになりました｡

りするので大変でし虎｡文法や文字を何も惜重しないで日
本でゼロから髄貧するの臥ちょっと時間力町かりまgc

今ではもうす<･‑fFになりますから､監一生懸命勉強

L/Tt牌ま楽しくて先生も優しくてとても上手に教

毎日の翌吉をよりよくするために､租ま1週間2回にケア

えてくださったから､日本書軌VEんだん分かるようになっ

ホームでて働いていまも学校から自転車で4 0分くらい
かかります｡

て､とても嬉u'1です.

雨と雪が降るE] rLお父さんが車で学校までお迎えに来て

先生はEj禰吉田1 Llやなくて､日本人の性格､日本のSdヒ

くださいます｡火曜日と金曜E]は学校が終わってから直接

なども教えて<ださっています｡実は書葉だけではなく､

酬ヒなどにも接することができま筑日本の里昌を
経験したら､言葉だけを魅窟するより､もっと色々なこと

他‡虫)に行き､そこでお昼ご飯を食べま筑
3時1 5分からケアホームの士郵渦台まりま7.メンバー

さん5人いま7.初めはあまり分かりませんでした机皆

力切等できるのではないかと思います｡

学校は塵学生のために票が3つありま軋さくら象もみ
膿ひまわり寮で筑私はさくら寮に2人友達と一緒に
住んでいまg. BJトル人2 8歳のカマラさんと･ベトナ
ム人2 0歳のフェンさんでます｡毎日‑緒に料理封乍った

I ,たても優しく教えてくれたので･仕事r謂れまし虎｡みん

な一緒こ楽しく頑張って働いていま坑租まみんなが好き
で或一緒に働くとき､つまらないこともないL/.日本語
がわからないところや周違ったところなど力いつも直し

り､食べたり､勉強したり､散歩し虎りL/Tいま筑

てくれま武 でも働くだけごはなく､皆と日本語でコ

吾隈はあまり広くないです机何でもあります｡例えは

ミュニケーションできると､これは勉強のた軌1いチャン

冷蔵亀エアコン､炊蹄邑ガス､流宙艶台所など力砺

スだと思いま筑そし,T､この士事はいし他事だと瓢1ま

りま筑さくら票はあまり新しく軌1です仇私の告握は

す｡

毎日きれいにし尺新L^贋より素敵で或さくら寮は日赤

毎月給料を貰うと自分の生活もできるL^妹の生活のため

病院の近くにありまgc吉幅粥も安いレスーJトも近い

に送ってあl凧私はここまでできるととても嬉L小で

し.それに空港と駅からも近いです｡

4.できるだけ自分未来のために力の現り頑張りたいと思

寮から学校まで自転車で1 5分くらいかかりま乳いつも

います｡

和寧日と日曜E]息学校蛸封つってから友達と一緒に買い

物uこ行きまg.日本の財面l鯛と比べると日本まと

4

日本の印象

E]本には何でもあ駅とても素晴らL^個だと思い

ても高いで乳しかL^物価が高いですと言っても1 00

ま4.例えは自動販機､乗り臥電気製品などで筑
‑ll‑

日本人はまじめなだLJ.親切だし.いい人だと,EBtinいます｡

日本ではどこへ行く時でもじ膚己ことはありません泥棒に

あったことがありませ｡本当に安全酌

5

‑年間過ごして

時間がとても速く過ぎていま筑一日に自分がすること
を決めてやらなければなりませ/Lh 4月になると､私が日

本に来て‑年になります｡とても速いです1年でした机
いろいろな体験をしましたし人日本の文化などだんだんわ

自転車で仕事場･ケアホ｢ムに向かうサマイ｡
｢左の端を一定の早さで後ろを振り向かないで｡ ｣これが鉄

かるようになったり､新LLl生活もなれたり､それに､時

則C日本のドライバ｣はきちんとしています｡無理な追い越
しノをするドライ川‑はいません日本は肋寿静ま世界

間が上手に使えるようになりまL,FL

一じゃないでしょう力＼

日本人は毎日忙しそうで､人の代わりに機械を陰っていま

6

これからへの抱負

日本語がもっと上手に話せるようになろうと患います｡

す｡

令. {酵素晴らLA lのはスカイツリーで乱この建物は世

それと､日本語の能力富源に合格しようと思っています｡

界中で1番高いタウJぐ凱

後もう一年で成EEI日本語学校を卒業します｡この1年の間

それだけじゃなく美しA l自然もあります.

に頑張ってお金を貯金し′こ卒業したらE]本で大学､専門

夏休鵬福岡へ遊びに行きました｡福矧譲べ物も

学甜訪ううと思っています.

おいLL I L^美L小自然もたくさんあるし人それに皆とて
も優L^ 1でLJ己｡

[事務局から]

本語学校を経嘗する横田さんの'2年目

る大きな

このサマイの報告は､手渡されたまま

｢後半の

成田での生活については'私の社△奄祉

の授業料は墳学金で配慮できますと言う

を促していますo7月4日には世界規模

法人が運営する障害者ケアホームで空い

を掲載しました｡語句等の誤りはサマイ

で実施される｢日本語能力試験｣でN2

た時間帯に仕事をすれば､月に十

言葉に押されて始まりました｡事業資金

(2級)を受験します｡合格したらたいし

前後の給与を与えられます｡切り詰めて

の現在の日本語能力とご理解くださいo

たもの｡結果を期待しましょう｡同日､プ

生活すれば年間六土ハ万円の授業料の

年経過､

ノンペンではテアリーとテアラー(⊥骨且が

支払いを含めて自立が可能と言う見通し

サマイの日本語留学もはや

N5を受験します｡二人は7月に高校を

をもちましたo

年は早いぞ!｣と､更なる努力

卒業予定で'王立プノンペン大学日本語

学科への進学を希望しています｡

世EE]鋤J l学校でカンボジアを紹介する授業を行いまし/7TL
El常女性か胃吏うサロンやクラマと言う布地を使って子ともた
ちの気持ちを引きつけ･ ･ ･ (なかな力Ⅵ灘賓15でりでLrL

サマイで始まったこの取組みは､成田日

にいつも四苦八苦の私たちには心を汲め

1言草､したo

万円

実際一年間の生活を振り返って､サマイ

白身の努力もあり生活基盤を確保する

ケアホームの仕事もしっかり行うことが

でき､給与を支給するに足る働きぶりで

した｡彼女には､周りの同僚の理解ある

配慮のおかげであることに対して感謝の

気持ちを何時ももっていて欲しいと思いま

す｡

この様な一年間の結果を受けて'次回

は横田さんの｢奨学金｣と亭フ配慮なしで

も日本五四留学の取組みは続けられると

考え'テアリーとテアラーに､就学ビザ

取得の条件となる日本語能力試験を受

験し｢N5｣合格を指示しました｡

良い結果がもたらされますように｡
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