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遠藤 あゆみ ENDO Ayumi
マーシャル/日本語教育

A-1,2,3会議室

巻き寿司作りの様子 活動内容
現地のインターナショナルスクールの中等部・高等部
の生徒に、日本語や日本文化を指導していた。

現地で一番驚いたこと
マーシャル人はサッポロラーメンを食べるとき、鍋を
使って調理せず、袋にお湯と粉末を直接入れて食べて
いたこと。

杉山 圭美 SUGIYAMA Masumi
エクアドル/環境教育

伊藤 雅治 ITO Masaharu
ザンビア/経営管理

授業後にエコバッグを配布。

出張セミナーにて

活動内容
環境に関する意識向上のため、小学校での授業・住民
に向けた生物多様性講座やゴミのポイ捨て禁止の啓発
活動、市役所員に向けたコンポスト作成や授業手法な
どの技術移転を行った。

現地で一番楽しかったこと
90％がインディヘナの村に配属になり、昔ながらの風
習や言語を学べた。友人の結婚式に参加し日本とは違
う様式が興味深く、伝統の服が自分一人で着られるよ
うになり周りに褒められたことが嬉しかった。

活動内容
ザンビア開発庁の中小企業振興部で、経営アドバイ
ザーとして活動。現地では約250社と面談し経営相談
を実施するとともに、ものづくり、改善、ビジネスプ
ランなどのテーマの経営セミナーを２０回開催しまし
た。
現地で一番驚いたこと
闇金ウシジマくんもびっくりの銀行金利。

現地で一番感動したこと
障害児用歩行器をダンボールで作っている障害者の
NGOの活動
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細木 健太郎 HOSOGI Kentaro
ブラジル/野球

A-1,2,3会議室

JICAから寄付された新品の
ボールに目を輝かせる子ども達

活動内容
現地日系文化協会に属する野球部にて、5〜18歳の子
ども達への野球の指導、指導者の指導力向上、野球の
普及活動を行った。日系社会という特殊とも言える環
境の中で様々な文化や価値観の違いを学びながら活動。

現地で一番驚いたこと
ブラジルの野球熱の高さ！！競技人口は多くは無いも
のの、選手・保護者が一体となる試合中の盛り上がり
はサッカーに引けをとりません！赴任当初は、選手達
のポテンシャルの高さにも驚きでした。

古川 愛 FURUKAWA Ai
タンザニア/PCインストラクター

平尾 莉夏 HIRAO Rika
ベナン/コミュニティ開発

配属先の専門学校の
生徒たちと一緒に

公民館での日本文化紹介イベン
トに協力してくれた子供たちと

活動内容
タンザニア中部の地域開発に特化した専門学校にて、
ICT科目の指導を担当教員とともに行い、指導内容や
教材改訂に携わった。また、書類整理を行うことで職
場内の環境改善を図った。

現地で一番感動したこと
学校の卒業生が日本に興味を持ってくれて、「日本青
年の船」プログラムに参加。実際に日本を訪れたこと。

活動内容
小中学校で、手洗いや排せつ、ごみ捨てに関する啓発
活動を行ったほか、校長先生たちと協力して学校対抗
清掃コンクールを企画しました。文化的な活動として、
折り紙教室や日本とベナンの学校間文通、日本文化紹
介イベントも実施しました。

現地で一番驚いたこと
ベナンでは果物のごみはポイ捨てが普通。ある日私が
バナナの皮を捨てると「端に捨てないと誰かが滑って
転ぶよ」と注意されました。バナナの皮で滑るって、
世界共通ネタだったんですね。
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太田 洋舟 OTA Yoshu
モルディブ/小学校教育

A-1,2,3会議室

小学校1年生の教え子たちと
現地教員

活動内容
人口600人の小さな島の、幼稚園児から高校1年生ま
での計110名を対象に、主に現地教員のみでの体育科
授業の確立を目標に２年間活動をしてきた。また、体
育以外にも算数・図工の授業を担当していた。

現地で一番感動したこと
着任時と離任時の体育教育における現地教員の意識の
違い赴任当初は十分に体育ができるグラウンドもな
かったが、2年後の離任前には、私の介入なしで立派
に授業をしている現地教員たちの姿が忘れられない。

山本 恒雄 YAMAMOTO Tsuneo
コロンビア/品質管理・生産性向上

大島 風花 OSHIMA Fuka
ナミビア/小学校教育

赴任先での着物の着付け教室

任地での最終日。2年間いっ
しょに勉強した子どもたちと。

活動内容
赴任先は、市内の会社に対して生産性向上を図る活動
を行っており、支援として新しい手法と新しい管理法
を導入した。

現地で一番感動したこと
赴任先の職員は、日本に対して好印象を持っている人
が多く、いつも気配りと思いやりを受け、
活動は、非常にやりやすかった。

活動内容
・小学校５・６年生に算数・理科を教える。
・同僚の先生と協力して、教材作りや授業改善を行う。

現地で一番面白かったこと
私の前の隊員がコジマさんだったので、日本人はみん
なコジマだと現地の人に思われたようで、「コジ
マ！」と呼ばれた私は、「オオシマだよ！」と言い返
さないといけなかったこと。

6



小澤 健太 OZAWA Kenta
エクアドル/コミュニティ開発

B-1,2会議室

活動先コーヒー加工組合にて
天日干しコーヒー豆と共に。

活動内容
コーヒーの生産組合にて、地元のコーヒー生産者の収
入向上のためのマーケティング支援を行っていました。
具体的には、パッケージの改良や、WEBのプロモー
ション、店舗開拓のための営業活動などを手伝ってい
ました。

現地で一番感動したこと
任地から退去する日に、別れの挨拶のために同僚や地
元の人たちが空港まで来てくれた際、空港職員の好意
で飛行機の出発を10分遅らせてもらったこと。

勝 清香 KATSU Sayaka
エチオピア/体育

加藤 奏太 KATO Sota
エジプト/小学校教育

エチオピアのバスケットボール
の州大会の写真

エジプトで「日本式教育」が広
まり、たくさんの子の力が、す
くすくと伸びますように…

活動内容
スポーツ事務所に所属し、コーチの一員として市内の
15歳以下の男女にバスケットボールの指導を行った。

現地で一番楽しかったこと
バスケットボール初心者の子供たちが成長していく姿
を見ること。

活動内容
エジプトでは、日本式教育の推進が推し進められてい
る。元からある一般校と、新しく建設され活動が始
まったEJSにおいて、特別活動を柱とする教育活動の
紹介、研修及び授業実践を行った。

現地で一番感動したこと
開講したEJSの先生を集め、研修をさせてもらった。
半年後、カイロから１０００キロ離れたアスワンで、
「Mr.サイード！」と話しかけられる。一瞬でも心に
残れたことが嬉しく思う。
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稲垣 葉子 INAGAKI Yoko
マダガスカル/コミュニティ開発

B-1,2会議室

女性グループとの料理講習 活動内容
農業学校配属で生徒に対して生活改善講習を行い、ま
た農家でグループを立ち上げて収入向上のために養鶏
を行いました。女性のグループに対しては栄養改善の
ための料理講習をしていました。

現地で一番驚いたこと
娘に売春を促す両親がいることに驚きました。それは
先進国との経済格差や国内の格差から来ているもので、
永遠に向き合わないといけない問題だと思います。

伊藤 弘光 ITO Hiromitsu
アルゼンチン/廃棄物処理

西田 香奈子 NISHIDA Kanako
エチオピア/小学校教育

私の誕生会写真

最高の同僚であり親友の
エルサとその家族

活動内容
Consorcio Valle de Siancas プロジェクト（都市ごみ
廃棄物最終処分場建設プロジェクト）への参画：ごみ
処理基本計画書（案）の作成、業務手順書および工程
表の作成、最終処分場基本設計書（案）の作成等及び
配属先の個別要請事項への対応。

現地で一番驚いたこと
最終処分場は、収集したごみを投棄しているだけで、
環境対策は無いこと。また、最終処分場では、ごみの
中から有価物を集め、牛・豚・馬等を飼育し、生計を
立てている人がいることに衝撃。

活動内容
現地の教員と1学年〜6学年の子どもたちに、図工・
体育・音楽の授業を行った。
また、同じ赴任国の隊員と協力し、手洗い指導も行っ
た。

現地で一番面白かったこと
雨が降ると、頭にビニール袋を被る習慣があること。
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松川 博明 MATSUKAWA Hiroaki
サモア/理科教育

B-1,2会議室

サモアの高校における
理科の授業 活動内容

南太平洋に浮かぶ小さな島国「サモア」の中高等学校
にて物理・化学の指導。
教育省とも連携して、教員に向けてのワークショップ
や、教材作成も行なった。

現地で一番驚いたこと
サモアにおける教育の優先順位の低さに驚くとともに、
本当に支援が必要なのか悩んだ２年間であった。

清水 俊典 SHIMIZU Toshinori
ケニア/青少年活動

長谷川 美津子 HASEGAWA Mitsuko
ブラジル/高齢者介護

少年らに指示を出している様子

サンパウロ州をまわった
巡回診療

活動内容
ケニア西部の都市エルドレットにおいて、裁判所から
保護観察処分の判決が下された少年(7歳～35歳)を一
年間収容する保護観察宿舎で活動。主に更生にかかる
各種プログラムを実施し、また職員に対しての実務指
導を行った。

現地で一番感動したこと
少年らが様々な困難を乗り越え、自立し、更生して出
所していく姿を何度も見れたこと。

活動内容
サンパウロ州の日系移住地51か所への巡回診療に同
行し、介護予防の意識向上を目指し体重測定や体脂肪
率などを測定し、個人個人に結果を説明しました。
また介護予防講座を開催し、簡単にできる体操なども
紹介しました。

現地で一番楽しかったこと
日系人は健康に対する意識が高く熱心に聞いてもらえ
やりがいがありました。
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萩原 夏子 HAGIWARA Natsuko
ウガンダ/小学校教育

B-3,4会議室

休日に村の生徒の家に
行った際の写真 活動内容

現地の村の小学校で算数・図工・体育を教えていまし
た。教材がない中で現地の物を工夫して使い、教科に
よっては現地の先生と共同で授業を行いました。放課
後や休日には村の生徒の家に訪れ、彼らのコミュニ
ティに入り込んで生活をしていました。

現地で一番感動したこと
日々の生活を現地の人々と共に過ごし、嬉しいことも
悲しいことも一緒に共有できたこと。

土屋 増信 TSUCHIYA Masunobu
ヨルダン/青少年活動

本多 美月 HONDA Mizuki
パラオ/陸上競技

実写版アラシン゙撮影地
ワディラム砂漠にて

ミクロネシアゲームに参加した
ナショナルチームの選手と

活動内容
男子孤児院で小学校高学年を対象にアクティビティ
（美術、図工、スポーツ、写真）を提供した。

現地で一番楽しかったこと
孤児院の３泊４日の旅行に職員のサポートとして同行。
普段見られない子ども達の姿が見られ、長時間に渡っ
て楽しい時間を共有でき、より良好な関係を築けたこ
とが何より嬉しかった。

活動内容
子供たちへ陸上競技の普及、ナショナルチームに対する
指導、コミュニティーに対するウォーキングランニング
イベントの運営など陸上競技全般において活動をしまし
た。

現地で一番驚いたこと
パラオ語には沢山の日本語が混じっており、パラオ人
の会話から日本語単語をたくさん聞くことができたこ
と。
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梶原 悠 KAJIWARA Yu
ジャマイカ/土木

B-3,4会議室

共同研究者との
野外調査打ち上げ

活動内容
私の配属先MGIは地理情報システム(GIS)を活用した
調査・研究開発を行う機関です。
前半は、プログラマーと連携し、住所から座標への変
換ツールの改善を支援しました。後半は、キングスト
ン湾の固定廃棄物汚染のシミュレーション構築に取り
組みました。

現地で一番驚いたこと
キウイという木の花が桜に似ているのですが、町中で
キウイが咲き出した時期は驚きました。ジャマイカか
らスウェーデンに留学していた友人によると同時期に
北欧でも咲いていたようです。

鴻巣 友也 KONOSU Tomoya
インドネシア/環境教育

竹下 ゆかり TAKESHITA Yukari
ブラジル/日系日本語学校教師

自然豊富なスマトラで
活動しました

日本語学校の生徒と一緒に！

活動内容
学校やコミュニティでのワークショップ、講義、ゴミ
拾いイベント等を通し、地域住民の環境意識の向上
（特にゴミ問題について）をはかりました。

現地で一番感動したこと
帰国時、私の教えていたクラスの子ども達が「手紙」
を歌ってくれたこと。

活動内容
日系人が運営する日本語学校で日本語や日本文化を教え
ていた。また日本語の授業以外にも、運動会や忘年会な
どの行事に参加した。日系社会の一員として「ブラジル
にある日本」にどっぷり浸かった2年間だった。

現地で一番面白かったこと
ある日7歳の生徒達が「先生!これ本当?!」と、日本の
銭湯が描かれた絵本を持って来た。ブラジルには人と
入浴する習慣がない。生徒達は「やだぁ」と言いなが
らも興味津々な様子で面白かった。
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武藤 正 MUTO Tadashi
ベトナム/品質管理・生産性向上

B-3,4会議室

同僚、アシスタントと
屋台で昼食

活動内容
ベトナム北部にあるハイフォン市の中小企業11社の場
を約1年間にわたり訪問。製造現場を視察しながら品質
管理、生産性向上に関する知識・技術を実践指導。関
係するセミナーも行う。

現地で一番感動したこと
高齢者がバスに乗ってくるとほとんどの若者がさっと
席を譲る事。私も何度も席を譲ってもらった。

久富 翔子 KUDOMI Shoko 
スリランカ/コミュニティ開発

矢部 航一郎 YABE Koichiro
エクアドル/小学校教育

学校でみんなと
いろんな話をしたね！

活動内容
エクアドルの山岳地域にあるコタカチの教育省（日本の
教育委員会に相当）に所属し、地域内にある小・中学校
の教員に算数や数学の授業の仕方等をアドバイス。現場
主義で子どもたちに授業し、算数・数学のみならず総合
や英語、社会など幅広く扱ってきた。

現地で一番驚いたこと
インディヘナ（原住民族）もメスティソ（混血）も一
緒になってコミュニティを形成しているエクアドルで
は、日本よりはるかに異文化や宗教、外的要素に寛容。
それでいて昔ながらの暮らしなみを大切にしている。
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配属先の運営するレストラン
での調理ワークショップの様子

活動内容
ウバ州政府農業局にて、キノコのプロモーションを中心
に活動を行いました (農業局のレストランや各農家での
料理教室や、キノコについての展示など) 。配属先の活
動以外にも、スタディーツアーなどを企画しました。

現地で一番驚いたこと
宗教の多様性と民族について。それぞれの信者は、分
断しているようで、仏教徒もヒンドゥー寺院に参拝し
たりと寛容さがあるところが、日本的なところを感じ、
意外だった。



本日はJICA海外協力隊フェアに足を運んでいただきありがとうございました。
2年間の協力隊生活を終えた隊員は、みなさまの目にどう映ったでしょうか。



たったひとりの隊員の想いで変わるかもしれない世界。



★2019年秋募集受付中 8/20（火）～9/29（日）★

説明会・帰国報告会のお知らせ

◆なごや地球ひろば（名古屋市）
募集説明会・個別相談会
9月14日（土）10時、13時、16時
会場：JICA中部２階 なごや地球ひろば

名古屋市中村区平池町4-60-7
問合：JICA中部 Tel:052-533-0220（代表）

Tel:052-533-0120（連携推進課）

◆静岡県庁（静岡市）
静岡県JICA海外協力隊 帰国報告会
9月15日（日）13:30～17:00
会場：静岡県庁 別館20階

静岡市葵区追手町9-6
問合：JICA静岡県デスク（054-202-0931）


