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各レポーターのビフォー & アフター

BEFORE
& AFTER

芹沢 領
Ryo SERIZAWA
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AFTER

好きなこと、得意なこと、それぞれの立場で

北海道大学大学院農学院

現地に行き、様々な人と会うことで、自分の価値観
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河原 太郎
Taro KAWAHARA

国立教育政策研究所 国際調査専門職
元青年海外協力隊
グローバル教育コンクール「写真部門」入賞

AFTER

利他的に挑戦することの大切さ

天水稲作のプロジェクトサイトでは、JICA 専門家と
農家の有志が協力して、品種の異なる様々な稲を実験
的に自分の土地に植え、そこで得られた経験的知識を

五感で国際協力の意義を再考したい

は青年海外協力隊しかないと思っていました。しかし、
現地には専門アドバイザー、JICA 職員、民間企業の方

国際協力と科学技術と私の関係とは

など様々な方が第一線で活躍していました。そこで活躍

国際協力とは関わりのない学生生活を過ごしていまし

する方々は、自分の得意分野や好きなことでセネガル

た。国際協力レポーター公募を偶然発見したことで、

と向き合い、国際協力をしていることに驚きました。皆

ODA や国際協力を考えるきっかけとなりました。国際協

さん笑顔が素敵で、楽しそうに仕事をしていました。こ

力に日本や個人がどうやって貢献しているのか、私が普

の人たちが日本の強みをセネガルの強みにしている立役

独占することなく周りの人へと共有していました。また、

段扱っている科学技術と国際協力が関係しているのか

者なのだと気づき、憧れました。私は、研究が好きな

日本の支援で建てられた給水塔は、地元の有志が協力

を直接見て知ることができるのではないかと思いまし

ので、研究成果が最終製品や技術となって国際協力に

この視察に参加するまでは、私は実際にアフリカの

し、ボランティアに近い状態で維持管理を行っていまし

た。現場を見ることで、将来の研究のモチベーション

生かさせる未来を築きたいと思います。そして、同世

地に足を踏み入れたことはありませんでした。今回セネ

た。視察を通して、国境の垣根を超えて利他の心で新

や発展につながると考えました。

代の学生に国際協力の現場と担い手の活躍を伝えるこ

ガルの実態とそこで実施されている JICA の活動を見さ

しい試みに挑戦する活動が繰り広げられている様子を

せていただくことで、現地の文化を五感で感じると共に、

目の当たりにし、日本に生まれた自分にも、専門性を

JICA と現地の人とが、どのようにして現地に根付く効

使って何かしらできることがあるように感じています。

果的な活動を生み出しているのかに注目して、ODA の

私も利他の心を持って、恐れず新しいことに挑戦した

意義を再考したいと思いました。

いと、強く思うようになりました。

BEFORE
小澤
（中村）容子

BEFORE

Yoko OZAWA

とで、多くの若者が国際協力に関わるように背中を押
していきたいと思います。
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AFTER

フリーアナウンサー
株式会社古舘プロジェクト所属

する前に漠然と抱いていたイスラム社会のイメージとは

02

諸岡 琴美
Kotomi MOROOKA
七賢人の里 おへそ保育園職員
グローバル教育コンクール
「グローバル教育取り組み部門」入賞

AFTER

自分の足を一歩前へ進めた世界の先に……

勇気を持って一歩踏み出した時は、不安から楽しみ
へと変わっていました。セネガルの土地へ入った瞬間の

子どもたちに、小さな違いまで伝えたい
私が勤務する保育園では、国際理解のカリキュラム
に取り組んでいます。いろいろな国の言葉や食事、文
化などを伝え、子どもたちに日本との違いなどについて

驚きは忘れられません。帰国すると、いろいろな方か
ら「なんか変わったね！」と言わることもありました。
１週間の滞在の中で、一瞬一瞬が人生の学びとなった
のだと思います。
「それほどのことで自分に負けない！」
という気持ちが強くなりました。今は、価値観が変わり、
「また違う世界を見たい」という今までにはない気持ち

伝えています。
今回参加するにあたり、子どもたちに「セネガルでは

でいます。本当に楽しく充実した日々でした。前進した

こんなに日本と違うことがあった、こんなことに驚いて

世界の先には、今までにない自分が見られることと思

……」など、小さなことまで一つ一つ伝えたいと思いま

います。

異なる、嬉しくて、頼もしい発見です。稲穂が頭を垂
れる収穫間際の田んぼの真ん中、太鼓代わりの金盥（タ

世界の日常に注目したい
世界に暮らす様々な人たちの文化やごく当たり前な日
常を知りたい、感じたい。どんな暮らしをして、どんなこ
とに喜び、どんなことに悩んでいるのか。そこに国際協
力に関心を持つようになった原点があるように思います。
文化交流にも興味があり、日本の文化が世界でどう受け
入れられているのか注目していきたいと思っていました。

BEFORE
セネガル社会の女性たちと出会って

ライ）のリズムで、村の女性たちと踊ったのは最高の
思い出です。本当に楽しかった！

「人を育てる」協力がよい関係作りに
日本が取り組む国際協力には、インフラなどの整備
をするハード面の協力と、技術を伝え、人材を育てる
ソフト面での協力と、大きく分けて２通りあります。イ
ンフラ整備の協力では施設に日本の国旗が掲げられ、
日本の協力の存在感を示すことができますが、実は、
もう一方の「人を育てる」協力が、その国の将来を考
えたときに非常に大きな意味を持ってくると思います。
しかし、この「人を育てる」「技術を育てる」協力は、
一見地味で、何より時間がかかります。文化や価値観

市場で働く威勢のいい女性たち、天水稲作プロジェ

の違いから、様々な障害にもぶつかります。今回視察

した。また、私自身は海外へ行くことが初めてなので、

クトに取り組む女性たち、校長先生はじめ小学校で教

した訪問先をはじめ、おそらく、世界中の日本の国際

不安や楽しみなどいろいろな思いがありましたが、セネ

える先生たち―。今回、視察先の多くで、女性がよく

協力の現場で、今日も現場の困難とひとつずつ折り合

ガルへ行き、自分がどのように変化するのかを楽しみ

働き、時にはリーダーとなって、グループや地域社会を

いをつけながら、根気よく、情熱をもって取り組む日本

に行ってきました。

まとめていたのがとても印象的でした。セネガルを訪問

人たちがいるということをあらためて実感できました。

BEFORE
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が広がりました。今までは、国際協力に携わるために
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加藤 明良
Akiyoshi KATO

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

05

茨城県議会議員

AFTER

アフリカの発展を日本の活力に！

支援先の国民にとっての ODA を知りたい

磯部 祥子
Sachiko ISOBE

07

地方公務員

に生きている人はバイタリティにあふれ、子どもたちも
元気いっぱいでした。
「生きていく」エネルギー自体に、

経済成長は近年目覚ましく、国際化に伴う各国企業の

セネガル人も日本人も変わりはなく、同じ地球の上で生

進出も盛んになると思います。セネガルでの視察を経
て、日本の ODA や青年海外協力隊の国際支援活動が

国際協力の支援される側の思いを知りたい
医療機関に勤務しています。アフリカには過去に旅

変有効であると確信しました。日本政府も、アフリカ

行したことがあり、国際協力の現場を視察するスタディ

国民にどのように理解され評価を受けているのかには

への経済支援は今後の重要政策と位置づけており、こ

ツアーにも参加したことがあります。支援されている人々

疑問がありました。中国や韓国のように、長年の支援

れからの日本とアフリカの絆が深まり、日本企業のア

の感想を聞きたい、支援されている人たちの生活してい

を受けながらも、国民感情は相変わらず戦後体制を引

フリカ進出にも大きく期待します。

る普段の姿を見たいと思い、参加しました。

きずったままのように感じる国もあります。親日的な国

BEFORE

の ODA 事業で造られた橋や道路に、日本国旗や感謝
の現れを示すプレートがあると日本人として誇らしく感

1 週間。電気も水道もない農村部で、子どもたちは裸

AFTER

06

地方公務員

セネガルの発展と日本の国際協力の特徴

セネガル政 府は 2014 年 2 月に「セネガル振興計画

浅川 淑子
Yoshiko ASAKAWA

08

フリーライター

知識を持つ専門家の派遣や協力に必要となる機材の供

国際協力の現場にいる人たちに
感謝を伝えたい

与など様々な手法で援助を実施しています。日本の国
際協力の特徴は、支援国の国民の力を引き出し、日本
の知見や技術を伝えることにより、その国の経済・社

市役所職員として、多文化共生や姉妹都市交流と

会の発展に貢献するというものです。単に資金やモノ

いった国際化施策の担当をしています。青年海外協力

を与えるだけではない、これまでの歴史・経験に培わ

隊として世界各地に派遣される方々の出発を見送った

れた技術・知見を、専門家が開発途上国の国民と共

り、帰国後の報告を聞いたりする機会も多々あります。

に汗をかきながら伝えていくという日本の国際協力の素

そのような環境にいると、自分自身でも現地に行ってみ

晴らしさを、今回の視察では深く実感することができま

たいと思うようになりました。国際協力の最前線にいる

した。

方たちに、直接感謝の言葉を伝えるとともに、自分の

国際協力レポーター 2016

ていました。小学校では、青年海外協力隊員から教わっ
た歌を真剣なまなざしで歌っていました。街中を歩けば、
お母さんから怒られている子どももいれば、サッカーを
楽しむ子どももいる。決して「世界の果て」ではなく、
「日
じました。

改革などに取り組んでいます。これに対して日本は、
「国
ため、セネガル側のニーズにあわせて、専門的な技術・

足で、背中に穴の開いたシャツを着て元気に走りまわっ

本と変わらない地球」の生活が毎日営まれていると感

（ PSE：Plan Senegal Emergent ）
」を策定し、経済構造

学校現場や建築現場、稲作現場、どこの視察先でも、

別援助方針」のもと、セネガルの自助努力を支援する
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ことはないのかと、自分自身考えたいと思っています。

「世界の果てまで」行く気持ちでセネガルに滞在した

BEFORE

BEFORE

は、仲間同士の助け合いなのだからもっと何かできる

同じ地球人として、かけがえのない協力を

る形で支援の足跡を戦略的に残してほしいです。

目でも見てみたいと思い、応募しました。

活している仲間同士なのだと実感しました。国際支援

AFTER

じます。国と国との友好の絆を深めるため、目に見え

Rieko ASAI

セネガルは、経済的には豊かではないし、衛生的な

「21 世紀最大のフロンティア」と言われるアフリカの

国と国との友好の懸け橋となる ODA 事業が、支援先の

浅井 里依子

エネルギーあふれる地球の仲間

環境も整っているとは言い難い国です。しかし、そこ

地元住民にも大変感謝され、国家間の架け橋として大

ODA 事業には以前から関心がありました。同時に、

AFTER

子どもたちの「今」を伝えたい
学生時代の一時期、国際協力に本気で関わりたいと

現地の人たちが日本の支援に「感謝している」と述べ
ていたのが印象的でした。さらに、セネガルの JICA 事
務所で森谷所長が「友達のために協力する気持ちで」

将来の道を模索しながらも、いつの間にか国際協力と

事業を行っていると聞き、対等な国際協力のあり方を

接することの少ない場で長い年月を過ごしていました。

感じさせられました。一方、視察先のセネガル人からは

久々に「国際協力レポーター募集」の文字を見たとき、

「日本の支援がなくても、ほかの国が支援してくれるか

今の自分なら、人に伝えることで国際協力に貢献でき

ら…」というニュアンスを耳にしたときには、支援慣れ

るという確信につながりました。子ども向けの媒体で仕

の現実もあるかと思い、少々戸惑いも覚えました。今

事をする立場として、セネガルの子どもたちがどのよう

の子どもたちが大きくなるころ、日本もセネガルも、お

に生活をし、将来どのような夢を抱えているのか、そこ

互いのできること、できないことを補う気持ちで国際協

に日本がどう関わっているかを伝えたいと思いました。

力を進め、誰からも「日本とセネガルの関係だから成

経済成長が停滞する日本、経済成長が著しいセネガル、

り立っている」と思われる事業が進んでいくことを願っ

両者が数十年後どのように関われるのか、自分なりに

ています

模索する気持ちで現地を目指しました。

BEFORE
国際協力レポーター 2016
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松下 芽依
Mei MATSUSHITA

09

建築会社員

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

AFTER

村上 正弘

知らないことに目を向け、疑問を持つ姿勢を

Masahiro MURAKAMI

私が見たセネガルは、これまで抱いてきたイメージの

NPO 法人

熊本県キャリアコンサルタント協会理事長

アフリカとは大きく違いました。携帯電話が普及し、ホ

今回の視察で、艶やかな衣装の女性が魚市場や農

の現状をわかっていないのかを感じた瞬間でした。アフ

場、そして水管理組合で中心に立って働いている光景

を持たれることが多々あります。それだけ、私たちは世

を見ました。その存在価値の素晴らしさに感心する一

後世にどう伝えるか

方、男性の役割には疑問を感じました。魚市場での人

界を知らないようです。先進国には先進国の、途上国

私は大島商船高専を卒業後、川崎汽船株式会社の

の流れ（動線）
、給水塔のメンテナンス、農場におけ

幼い頃から諸外国には関心があり、1 つでも多くの国

には途上国の、課題はそれぞれあります。同時に、地

を訪れたいと常に思ってきました。今の仕事は、地域

球規模での課題もたくさんあります。それらを解決すべ

航海士として 14 年間貨物船に乗っていました。これま

る治水、それは男性の役割であり、10 年先、100 年先

く、いろんな事象に目を向け、疑問を持つことが大切

での訪問国は 60 カ国を越え、自分の経験や能力を発

を見越して活動しなければならないことです。小学校

に密着した活動ができる一方、国際情勢を意識するよ

や職業訓練校の勉強の基本が、言語（ウォロフ語、フ

うな直接「外国」に触れることがほとんどありません。

だと感じました。貴重な経験をさせていただき、ありが

展途上国で活かせないかと考えていました。35 歳から
パソコンスクールを開業し、職業訓練を受託。多くの

ランス語、アラビア語、英語）と数学と聞きました。

仮に今、諸外国と関われる機会があっても、それは限

とうございました。

訓練生の再就職を支援してきました。そして今、日本

教材や実験施設が必要な理科の学習が足りていないよ

られた地域のごくわずかな部分に過ぎません。今、世

の若者に海外の渡航経験（広い世界を知る）の意義

うに感じました。何のために学ぶのか？この国の子供た

界はどう変わり、日本はどのような役割を求められてい

を伝えたいと思っています。
「可愛い子には旅をさせよ」

ちは、豊かな生活のために学ぶ意気込みが十分にある

るのか。また、日本はこれまでどのような役割を果たし、

が 60 歳を過ぎた今の私のスローガンです。セネガルで

と思います。

自分の今いる限られた世界とどのように結びついている
のかを見たいと思い、応募しました。

BEFORE

「強み」を活かし、共に成長

AFTER

現地で活躍する日本人は、変わりゆく課題に対して今
できることに集中し、セネガル人が自立して継続できる取

赤木 佑衣
Yui AKAGI

10

中小企業支援団体職員

は、自分の経験をどのように活かせるか見てみたいと思
いました。

BEFORE

組みを行っていました。無いものを探すのではなく、あ
るものを活かすことの尊さと、それらを補い合うことで

宮田 美波

お互いに価値のあるものになっていくことを痛感しました。

Minami MIYATA

これは、私にとって身近な中小企業支援や地方創生など

12

鹿児島大学大学院 大学院生

にも通じることがあります。今回の貴重な経験を、私は自
分の持ち場で活かしていきます。息詰まったらセネガル

途上国の人々の暮らしを改善

人の明るくてシンプルなマインドを思い出しながら……。
●私の考えるセネガルの強み「シンプルな熱いマインド」

日本と途上国がよりよく共存する
ヒントを探しに
中小企業では、開発途上国からの研修生を積極的
に受け入れており、経営者は口を揃えて「研修生の働
く意欲が、日本人従業員に対して良い影響を与えてい
る」と話してくれます。日本が援助してきた開発途上国
に、日本は今、救われている現状があります。では、

一番の収穫量を誇る米農家に成功の秘訣を聞いたところ
『しっかり働くこと』と教えてくれました。また、職業訓練校
のスローガンは『しっかり勉強して、使える人間になれ』です。
今あるもので何ができるかを考え、目の前のことを懸命に取り
組む強さがありました。

●私の考える日本の強み
「相手の立場に立った質の高い支援」
日本の支援に対して「よい意味で疲れる」という現地の声

自分の目で支援の現場を確かめたい

プロジェクトの詳細は初めて知ることばかりでした。

ODA は、もとをたどれば国民の税金です。大切な税金

家では、幼い頃から世界各地の留学生をホームステイ

が、途上国の人々の暮らしをわずかでも良くしているこ

で受け入れていました。彼らの多くは、日本の農業や母

とを実感しました。母子健康センターを訪ねたときは、

子保健などを学びに来ていました。そのような環境もあ

セネガルで働く日本人女性の看護職員の方に会うこと

り、開発途上国への支援に興味を持ちました。その一

ができ、大きな刺激になりました。支援を通し、日本

歩として、現在日本がどのような支援をしているのか知

が途上国から学べることもたくさんあると感じました。

りたいと思いました。実際の現場を自分の目で見て、

でしょうか。実施現場に直接訪れ、現地の人から聞き

セネガルに対して負担（条件）を設けています。条件を付け

たい、そして、日本と開発途上国とが共存共栄するヒ

ない他国の支援のほうが、現地の人は評価を高くつける場合

どのように受け止めているのか、支援が本当に現地の

ントを探りたいと思い、応募しました。

もあります。しかし、日本はセネガル人の立場でセネガルの未

人々の役に立っているのか、この目で確かめたいと思い

来を考えています。日本の持つ質の高さを活かした支援が行

応募しました。
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日本が途上国を支援していることは知っていたものの、

私の夢は、開発途上国の支援をすることです。私の

がありました。日本の支援は持続性（自立と自治）の観点から、

われていることを、今回の視察で実感しました。

AFTER

初めてのアフリカは、私にとって全くの異世界でした。

日本の協力は開発途上国にどのように役立っているの

BEFORE
34

理科＝科学を勉強する必要性

AFTER

テルに入れば Wi-Fi がつながります。いかに自分が世界
リカは「未開の地で発展途上の地域」というイメージ

日本の役割と、世界との結びつきを知りたい

11

実際に支援を受けている現地の人は日本からの支援を

BEFORE
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3

視察を終えて

視察後のレポーター活動

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

視察後のレポート活動
国際協力レポーターの参加者は、視察後それぞれの場所でレポート活動を実施しています。
活動はこれからも続きます。ここでは 2016 年 12 月末までに実施された活動の一部を、簡単にご紹介します。

2016.11.3
2016.10.30
磯部 祥子

東京都内ホテル

大学 OG 有志による
勉強会での報告

2016.11.9
村上 正弘

熊本県立劇場

熊本県中小企業家同友会
支部例会での講演

2016.11.15 〜 21
浅川 淑子

毎日小学生新聞

署名記事「協力の現場から」
の執筆
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松下 芽依
愛知大学

2016.11.25

2016.12.6

諸岡 琴美

宮田 美波

七賢人の里
おへそ保育園

鹿児島大学大学院

愛知大学大学祭内
JICA 中部ブースでの発表

2016.12.13

2016.11.9
2016.11.10
加藤 明良

FM ぱるるん放送局
水戸市 FM コミュニティー放送局

番組「PROUD OF IBARAKI」
での報告

2016.11.18
芹沢 領

北海道大学附属図書館

第 6 回 国際協力カフェ

「見た！住んだ！
変わりゆくアフリカの今」
での登壇

ランチ・ミーティング
での発表

職員研修での報告

河原 太郎

東京都内飲食店

2016.11.12
浅井 里依子

同僚職員への報告

越谷市内会議室

越谷市国際交流団体
ボランティア例会での発表

2016.12.17

2016.12.10
2016.12.7
2016.12.12
加藤 明良

茨城県議会本会議場
文教警察委員会室

平成 28 年度茨城県議会
第 4 回定例会での報告、質問

赤木 佑衣

岡山県内飲食店

関係自治体職員等との
人事交流会での報告

2016.12.14

浅川 淑子

村上 正弘

JICA 地球ひろば

熊本県立技術短期大学

国際協力レポーター OB 会主催
2016 年度報告会での発表

2016.12.19

「キャリア形成Ⅱ」の講義

小澤（中村）容子
山梨日日新聞

新聞記事への取材協力
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