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もう一度ガーナに行きたい！
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ガーナに到着してすぐは、どのくらい警戒してどのくらい楽し
むかのバランスが分からず、過度に緊張していました。ガーナ

Asako KIKUCHI

北海道大学大学院農学院生

人とすれ違うときに、もし盗難に遭ったらと考えたり、青信号

ガーナは、とっても「近い」国でした。多くの日本人はガーナ

を渡るときに、バイクが突っ込んできたらと考えたり、何もか
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といえば、野口英世とカカオくらいの印象くらいで、
「関係のな

ODA の実態って？

ではないでしょうか。私がガーナへ渡航する前に、友人や同僚

もを疑いました。滞在中、私たちが移動のために乗っていたバ
スが、路上に飛び出してきたヤギを轢きました。そのときに、
人口が増加傾向にあるガーナでは、日本ほど命に価値がない
という話を耳にしました。早く日本に帰りたいと思いました。

い遠くの国、関わりのない地球の裏側の国」だと思っているの
から言われたことも、そのようなことが多かったように思います。
しかし、ガーナには日本と同じような人々の暮らしの姿があり
ました。元気でかわいい子どもの笑い声、カラフルでおしゃれな

の場所で、ガーナの方々が歓迎してくれたからだと思います。
行く先々で「皆さんが来るのを楽しみにしていた」
「日本に感謝

友人のスマートフォンが強奪されました。周囲の人曰く「盗った

を食べて幸せそうな笑顔、収穫に思いを馳せながら地道に稲作

ODA? なにそれ美味しいの ?

している」などと言われました。特に、小学校を訪問した際には、

のはスラムコミュニティの人間で警察も介入できないし、もう

に従事する農家の人々……そんな姿を目の当たりにして、
「ガー
ナも日本も同じなんだ」とガーナをとても身近に感じました。

2017 年 5 月、パプアニューギニアの農村部を訪問した際、

女性の衣装、生活を支えるため一生懸命働く姿、美味しいもの

戻ってくることはないだろう」とのこと。発展途上国ではよくあ
ることと思い、盗品が返ってくるのは諦め、帰国後に保険請求

になったのだと思いました。

をするため警察で盗難証明書を発行してもらうことにしました。

の方が「支援する、される側という立場ではなく、イコールパー

日本に帰ってきてからは、もう一度ガーナに行きたいなと思

手続きの間、警察の外で待っていると一人の老人に「なぜここ

トナーだ」とおっしゃっていたことです。日本の技術や制度を

用紙を書くために「ODAとは」を検索しまくりました。このとき、

うことが度々あります。なぜなら、ガーナにいたときの方が、

にいるのか」と聞かれたので、強盗にあったこと、日本からき

伝承していると同時に、ガーナ現地のスタッフから学ぶことも

人 生で初めて ODA という言 葉を知りました。しかしながら、

日本にいるときの何倍も、自分のことを、また仲間のことを大

ていることを伝え、少し会話をしてホテルへ戻りました。

たくさんあり支えあう関係性なのだというコメントに、はっとさ

ODA について調べども、アフリカという未知の地域で日本が

切に思って生活・行動ができていたと思うからです。

「アフリカに行ってみたかったから」であって、私自身は政治経
・・・・
済や国際協力に無関心な、いわゆる現代の若者でした。応募

明朝になると、滞在するホテルに警察の前で会話をした老
人が訪ねてきました。その老人は「昨日警察で君に会って被害

支援を行っているということに実感が湧かず、空想上の話のよ

私とODA の共通項を発見！

を聞いた。私はスラムコミュニティの長老で、もしかしてと思い

そんなガーナでの視察で一番印象に残っているのは、現地

せられました。支援という構図は、勝手に一方通行のものだと
思い込んでいたからです。
また、視察の現場で従事する日本人（青年海外協力隊、研

コミュニティを調べたら盗品のスマートフォンがあった。日本は

究者、民間企業、JICA 職員）がされていることは、現地スタッ

野口記念医学 研究所でお会いした、SATREPS プロジェク

私たちの国にたくさんの援助をしてくれたのに、私の仲間がこ

フの KPI（重要業績評 価指 標）管理や地 域コミュニティとの

＝危ない」という漠然としたイメージがあり、病気になるかも、

トの水谷先生の研究内容は、私の研究分野と関係性のあるも

んなことをしてしまい本当に申し訳ない。日本の支援で生活は

人間関係構築・連携など、ひとつひとつの泥くさい業務の積

事故にあうかも、犯罪に巻き込まれるかも、などという想像が

のでした。理系の学生だから国際協力に携わることはないと

向上した。なのに本当に恥ずかしい。
」とスマートフォンを返し

み重ねで成り立っていることも、現地で見たからこそわかったこ

止まりませんでした。悩んで涙が止まらないほど、私はアフリカ

思っていましたが、共同研究やサンプル調達のために関わる協

に来てくれ、謝罪をしてくれました。

とでした。その小さな行動一つ一つに熱い想いが込められてい

に対して負のイメージを持っていました。

力もあるということを知りました。実は、日本に帰ってきてから

この経験をきっかけとして、私は日本の ODA 事業の存在を

るからこそ、現地の人の気持ちに影響を与えることができ、そ

SATREPS の募集する研究を調べました。残念ながら私の研

知りましたが、ODA の実態や何のために行われているかまでわ

の積み重ねがガーナの発展を推進する力となって生活の向上に

究が活かせそうな募集はありませんでしたが、研究に対する視

かりませんでした。本当に現地の人の生活は向上しているのか、

寄与している姿を目の当たりにし、ODA の事業の意義を再認

野が確実に広がりました。

はたまた、その支援がこの老人を突き動かすくらい現地の人の

識することができました。日本人の地道な支援と、ガーナの熱

生活や気持ちに影響を与えているのか、疑問に思いました。そ

い成長のエネルギーを感じ、今後さらに日本が有益な支援をす

ういったことを自分の目で確かめたいと思い、ODA の実態を視

ることとガーナが持続的に更に発展をすることを願い、応援す

察するためガーナへ渡航しました。

ると同時に、両国の将来の姿が楽しみでなりません。

また、派遣を志願したにも関わらず、実際に採用通知を受
けたとき、行くか行かないか迷いました。私の中に「アフリカ
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子どもたちと触れ合うことができて、変な警戒心は無くなって
いました。緊張感は持ちながら、ガーナの人を信じられるよう

大学で本事業のポスターを見つけました。私の応募動機は

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー
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うに感じました。

24

現地の人の生活や気持ちに
変化は生まれるの？

3
視察を終えて

視察を終えて

菊池 麻子

この緊張が解けたのは、訪問・見学させていただいた全て

&

支援は一方的なものではなく、
国境を越えた人のつながりを生み、
支えあっていることを実感

国際協力レポーター2017

25

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

各レポーターのビフォー &アフター

REPORTER S BEFORE & AFTER

土佐 桃波
Monami TOSA

横浜国立大学生

山口 明

Akira YAMAGUCHI

団体役員
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誰でもできる国際協力、
その本当のありかたは？

3

3

実際にガーナを訪れ、自分の目で様々なことを見て、体験し
て、私の国際協力に対する考え方はがらりと変わりました。現
る日本企業の方々などの姿を見て、国際協力には必ずしも何か

化学から国際協力を

感じました。例えば、達成率をボードにて可視化して明確にす

特別な技術や能力、モノが必要なわけではないということを強く
ることで労働者のやる気を上げる、整理整頓に対する意識改
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世界の中の日本の立ち位置を
直接確認したい

子どもの笑顔を守るのは
大人の責任

革を行うことで作業の無駄を減らして生産効率を上げる、歌や

ピンへの海外ボランティア活動に参加したことが、興味を一層

簡単なゲームを作って子どもたちが病気や健康について学ぶな

長年労働組合（日産労連）の専従役員として、2017 年 9月まで

日本とガーナの歴史的な繋がりと関係の深さに触れること

強いものにしました。ゴミ山で暮らす人々、物乞いをしてくる子

ど、様々な工夫をしていました。私は、自分の持っている化学の

様々な業務に就いてきました。日産自動車という世界との関わり

ができ、とても印象深い経験となりました。この経験はより多

どもたち、学校に行けない子どもたちに出会い、日本では当た

知識を活かそうとするあまりそれに固執しすぎてしまい、人々

が深い企業に携わる人間として、半世紀以上にわたって国策とし

くの人たちに伝えたいと思うと同時に、自国の問題解決を優先

り前だと思っていたことが他の場所ではそうではないこと、当

の生活を劇的に変化させる画期的な技術やモノの開発ばかりに

て推し進めてきた ODA 事業がどのような成果を上げてきたのか、

するばかりに汲々としている現状を振り返る良いタイミングだっ

たり前だと思えるのは非常に幸せなことなのだと初めて身を

意識が向き、偏った考え方をしてしまっていました。国際協力に

かねてより関心を持っていました。直近の 10 年は、労働組合の

たと改めて思いました。日本国も日本人も海外で頑張っている

もって実感し、強く衝撃を受けました。帰国してから、自分の

おいて特別な技術が必要なときがあるのは確かではあるけれど、

社会貢献活動や共済事業の責任者として在籍していたことから、

ことをもっと自覚し理解者を国内に広めたいと思います。

学んでいる化学を国際協力と結び付けて自分には何ができる

そればかりではなくもっと身近で簡単なことから誰でも協力でき

JICA や ODA の活動実態は理解もしていましたし、青年海外協

のかと考えた時、日本で必要とされている技術と世界で必要と

るのだと思いました。それと同時に、今まで忘れていた幼いころに

力隊の職場での広報と募集を実践し、仲間を送り出してきました。

されている技術は違うのだということに気づきました。より便

学校で募金活動を行ったり、不要になったボールペンを集めて

また、福祉分野での活動も行ってきましたが、日産労連は

る環境、合意形成づくりがポイントだと思います。職場の力を

利で快適な生活のための技術ではなく、お腹いっぱいご飯を

海外の子どもたちに送ったりしたことを思い出し、海外に行かな

1965 年に「健康で働けることの幸せ」をテーマに掲げて以来、

結集し続けるモチベーションのあり方も重要なファクターです。

食べたい、学 校で勉強したい、きれいな水を飲みたい、感染

くてもできる国際協力もたくさんあるということを思い出しまし

健全な地域社会の発展と障害者福祉を支える環境づくりを進

日本もガーナも同じだと思います。

病で死の危険に怯えたりすることなく暮らしたい、笑顔で健康

た。国際協力レポーターとして、今後はより多くの人に国際協力

めています。
「健康で働く」とは必ずしも身体的なものだけで

に生きたい、そんな日本では当たり前だと思われてしまっている

は誰でもできるということを知ってもらい、興味を持ってもらい、

なく、
「人生の目標を持つ」
「人の役に立つ」などの充実した心

れに必要なことです。世界レベルで考えていきたいと思っています。

大切なことを必要としている国々が世界にはたくさんあります。

参加してもらえるような後押しをする役目を果たしていけたらと

をもつこともまた、
「健康で働く」ための大切な要素です。海

障害者福祉について現状はどうなのかなと思っていましたが、

日本基 準ではなく世界基 準で化学が何に役立つのかを考え、

思います。また、私がガーナで特に印象に残ったものは、子どもた

外の障害者福祉の現状はどのようなものであるのか、何かヒン

情報交換する機会がなく残念でした。小学校訪問時に協力隊

自分の手で作り上げたもので世界の人々を笑顔にしたい、と私

ちのキラキラした無邪気な笑顔でした。自分が人々を笑顔にした

トを得られるのではないかと以前より興味を持っていました。

の先生とのやりとりの中で、クラスに「発達障害の子ども」は

はそのとき思いました。

いと思っていたけれど、求めていた笑顔はもう既にそこにありま

私は、アジアの開発途上国への視察も数ヵ国経験しました

しかし、そう思い立ったものの、実際に化学で国際協力に貢

した。私たちが思う幸せとは違うのかもしれないけど、現地の人々

が、今回のアフリカ（ガーナ）は初めての大陸ですし、ただ遠

した。発達障害は、日本では大人になって発症する場合もあり、

献するためにはどのような方法があるのかあまりよくわからず、

が思う幸せがそこにはありました。彼らは自分たちの生活を貧し

い国だと思うばかりで、ガーナへの強いこだわり・思い入れは

大きな問題になっています。大らかな生活のリズム（ゆっくりと

調べても具体的な職業や仕事などは見つかりませんでした。国

い、不便だとは思っていないのかもしれません。私は、本当に支

あったとはいえないのが正直なところです。しかし、過去の経

流れる時間）が、心を癒すことにつながるような気がしました。

際協力に興味があるにもかかわらず、知らないことが多すぎま

援は必要なのかなと思いました。国際協力のあり方として、これ

験から、外から客観的に日本という国を眺めてみると、日本の

私はこれまで自動車業界、そして福祉の世界に関わった人

した。なので、ガーナへ行って実際に自分の目で見てどのよう

までも世の中では議論されてきたことではあると思うけれど、ど

果たす役割の大きさや世界の中の日本の立ち位置を自覚でき

間ですが、今後は「世界に目を向ける」ことで自分の経験を通

な技術が必要とされているのかを確かめ、そして化学と国際協

こまで支援をするべきか、また、それを支援と呼んでいいのかとい

ると思っておりました。それを確認するよい機会だと思い、国

じてどのような協力ができるのか、残された人生の一つのテー

力をどのようにつなげられるかを考えたいと思っていました。

うことは、これからも自分の中で問い続けていきたい疑問です。

際協力レポーターに応募しました。

マとして取り組んでいきたいと思います。

国際協力レポーター2017

特に担当しました「カイゼンプロジェクト」はこれまでの仕
事柄、興味深く参加しました。働く人たちが納得して仕事をす
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私は以前から国際協力に興味を持っており、2 年前にフィリ

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー
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地で懸命に任務を全うする青年海外協力隊員の方々、駐在す

子どもの笑顔を守るのは大人の責任です。そして、生活向上はそ

いるが、他の子どもたちも含めて意識せずに接していると聞きま

国際協力レポーター2017
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和田 吉揮

実際の世界を見に行こう！

Yoshiki WADA

都留文科大学国際教育学科生

ガーナはとても遠い国でした。移動に 2 日、時差が９時間。
そんな遠い国ガーナで、初日に視察した野口英世記念館には、
野口博士と私の出身地でもある会 津の赤ベコが置いてありま
した。心が震えました！当たり前ですが、ここが同じ地球上で、
ガーナの人たちも同じ人間なんだという実感がわきました。

3

に見て感じる世界は全く別物でした。ガーナ着陸時（夜の 8 時）に

髙橋 智恵
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実際に行って自分で確認したい

これからも続く自分の活動
ガーナにおける様々な分野での支援状況の視察を通して、

いていろいろなことを学び考えてきました。
「飢餓に苦しみ、数

行く前には分からなかったことがいくつか明らかになりました。

秒間単位で人が亡くなっている状況にある」ことや「何時間も

まず、私が訪問させてもらったサイトに関しては、正しい支援

歩かないときれいな水が手に入らない」ことなど、日本に暮ら

がなされていたことを確認できました。教育、保健、農業、イ

主婦

は、想像していたよりはるかに明るい夜景が飛行機から見えまし
た。電化率 80％。一部の都市に集中しているとはいえ、こんなに
明るい夜景に出迎えられるとは行ってみて初めて知ったことです。
携帯電話の所有率 88％、農村部でも70％。一方では井戸で水を
くむ生活、裸足で学校に来る子どもたち、給料が低いためアルバ
イトもしている学校の先生たち、パソコンが身近なものではない
のに ICTの授業を受ける中学生。どれも今現在のガーナなのです。
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「私」が感じるガーナを伝えたい

視察先では、何度も「お金がない」
「日本はもっとお金を出
すべきだ」という意見も耳にしました。支援されているという受
け身の立場からなのか、お金がない、物資がない、人材が不

ンフラと分野によって支援状況は様々でしたが、いずれの場合

たびにかわいそうだなと思い、自分が出来ることはないかなと

も協力隊員の方々は熱心に活動を展開されていて、その活動

ODA 事業に携わる、青年海外協力隊員として海外で活躍す

ないから与えられるまで待つという姿勢は、これまでの支援が

足している、ということを堂々とアピールする姿には驚きました。

考えてきましたが、目の前に広がる日本での生活に流され、す

は現地の人に感謝されている様子でした。ある隊員の「1 年間

る、何らかのかたちで国際貢献している人は立派ですぐれた人

もたらした結果なのかもしれません。それに対して、支援する

ぐに考えるのを止めてしまっていました。そのような日々を過ご

現地の人たちと関係を築き上げ、ようやく残りの 1 年間で自分

たちなんだと思っていました。これといって取り柄がなく、専門

側にいる日本人は支援しているという上からの目線ではなく、

す中で見つけたのが「国際協力レポーター」のポスターでした。

の活動が行える」という言葉は非常に印象的でした。隊員た

性も持たない自分は、ただただ税金を払って、誰かが頑張って

不足している、ない、という中で独自に工夫しながら、さらに

私はこのプロジェクトの主旨である ODA による開発途上国の

ちは、帰国後に現地の人たちに自身の活動が根付いて行われ

いるのを何となく時々気にするだけ。そんな日常の中、偶然「国

は支援の手を離れた後の現場を想像しながら、懸命に日々の

支援に対して、表向きは現地の生活改善のために行われてい

るかについて不安を抱えているようでしたが、私は、2 年おきに

際協力レポーター」のチラシに目がとまりました。子どもが３人

活動に取り組んでいました。日本とガーナという一対一の関係

ても、裏では貿易や外交を自国にとって有利に動かすために行

継続的に隊員が派遣され、熱心に行われた前任の支援が継承

いる母としては、ガーナの母親の姿や子どもたちの姿が思い浮

ではなく、他国を巻き込んだグローバルなチームでの支援に取

われているものにすぎないのではないかと考え、本当に正しい

されている様子を見て、時間をかけて大きな成果が生み出され

かびました。日本がどのように、そこに関わっているのか。日

り組む建設業者、win-win の関係で、同じ目線、同じ立場の

支援が行われているのかについて疑問を持っていました。実際

ていることを感じました。

本にあってガーナにないモノは考えただけでも、すぐに思いつ

イコールパートナーとして共同研究に取り組む研究者たち、人

きます。でも、実際はどうなのか、何がガーナにはあるのか、

と人の繋がりを大切にしながら活動する青年海外協力隊員た

いました。自分の思っていた以上に多くの人が興味を示してくれ

日本の国際協力はガーナでは何を生み出しているのか。今の

ち。新しい支援の形も垣間見ることができました。

て、レポーターの活動をスムーズに行えています。ですが、
「日

私はガーナで何を感じ、何を伝えたいと思うのだろうか、とワ

本のお金は日本人に使われるべきだ」や「日本にもまだまだ支

クワクしながらガーナを目指しました。

帰国後、いくつもの場所でプレゼンテーションをさせてもら

を深めたい、また、教員となったときに自分の体験を生徒達に
伝えたいと思い応募しました。

&

アフター

アフター

していると想像できないような話ばかりでした。その話を聞く

に自分の目でどのような支援が行われているか見て自分の考え

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー

私は今まで学校教育やメディアを通じて、発展途上国につ

Tomoe TAK AHA SHI

3
視察を終えて

視察を終えて
&

頭の中で知識と情報だけで作り出している世界と、自分で実際

日本にいればいろいろな情報を、しかも母国語で集めることが
できます。今の子どもたちにとっては、すぐに答えにたどりつけるイ

援を必要とする人がいる」などの意見をいただいたときにうま

ンターネットでの情報収集が手っ取り早い解決方法になっているよ

く対応できないこともありました。実際に、小中学校での様々

うにも感じられます。その一歩先、情報が正しいのか、本当はどう

なボランティア活動を通して子どもの貧困について感じること

なのか、自分の目で確かめる、体験する、その大切さそして楽し

はあります。これからも大学での学びや外部での活動を通して、

さを、今回のガーナでの私自身の体験と合わせて伝えていきたい

これらの問題を深く考えていきたいです。

です。外へ目を向け、そして外へ出るところから国際協力が始まる
のだと思います。日本の子どもたち、若者が一人でも多く国際協力
に興味をもってもらえるよう、種をまく役割を果たしていきたいです。
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A F T ER

人に伝えるって、難しいし、
時間もお金もかかる。
でも、素晴らしい！
ガーナの国道 8 号線を移動していると、日本の ODA がどこま

A F T ER

3

開発途上国に関心を持ってほしい

Yasuo NAK A JIMA

大学生

ケニアではサバナの大地と野生動物に感動し、エジプトでは
ピラミッドの大きさに圧倒されました。今回のガーナは、また
違うアフリカでした。
飛行 機の窓からみた首都アクラは、思った以 上に明るく、

舌をかみそうになるくらいデコボコのアスファルト道になってしま
います。現 地での ODA の案件を視察するたびに、日本人（民

横江 隆弘
Takahiro YOKOE

地方公務員

間企業の方、研究者、青年海 外協力隊員、JICA のスタッフ）
のきめ細やかな、行き届いた支援には、とにかく驚きました。
彼らは、ODA のどの案件でも、ガーナ人のプライドや面子を
損ねることのないように、支援をしてあげているなどと微塵も見

大都会でした。ビルが多くの所で建築され、発展している一方

せずに、しっかりと人間関係を築き、行政機関の理解を得るた

で、地方の学校でパソコンのキーボードを覚えている生徒たち

めに話し合いを繰り返したり、地域コミュニティと連携したりし

には、使えるパソコンは 2 台しかありませんでした。また、天水

て、支援をするための土壌づくりからはじめています。

稲作では、予算を立ててもお金がおりてこないなど、農業が発

国際協力とは何か知りたい

農業や将 来を支える子どもの教育は優先されるべきはずが、

展から置き去りにされないかと思いました。国民の食を支える
ガーナ政府にとっては優先順位が低いように感じられました。

BEF OR E

ODAって、やっぱり必要なの？

支援をするのだからそこまでやらなくてもいいのではないかと
思うことを、ODA に関わるすべての日本人が当然のことのよう
に、努力を厭わず、
「伝えるためには、そうするしかないから」
と言って、取り組まれていました。さらに、指導して少し頑張っ

世界中どこの国の人も一人では生きられないし、自国だけで

たガーナ人に対して、
「何にもしてあげられないから、いっぱい

6 年ほど経ちます。国際協力や海外ボランティアについて学び

が頑張っています。日本の技術ややり方を一方的に押し付ける

も生きられない。だから国際協力の必要性も理解しているつも

褒めてあげるんです」とある隊員はサラッと言われました。
「じゃ

たい、少しでもかかわりたいとの思いから始めました。

ことはなく、ガーナの人や制度に合わせるようしていて、日本人

りです。実際に、日本の ODAでガーナに年間 35.5 億円以上

ああなたは誰が褒めてくれるの？誰も褒めてくれないのに！」っ

国際協力に興味を持ったのは、10 年以上も前に参加したピー

の細やかさを感じました。協力隊員は、人間関係づくりから始

が拠出されています（2016 年度実績 ／事前研 修資料より）
。

て思わずにいられませんでした。

スボートの地球一周の旅でした。開発途上国に限らず先進国

まり、活動の計画や実施を自身で考え実行していかなければな

しかし、巷で「保育園に入れなかった。もっと保育園作ってく

ODA に携わる日本人の周囲にいるガーナ人には、技術やノウ

も、多くも問題を抱えていることを知りました。そして、現地で

りません。当初の目標を変えなければならないこともあります。

れたらいいのに……」
、
「あのお金があったら、うちの子どもも

ハウだけでなく、日本の心まで伝わっていました。直接日本人か

なければわからないことがたくさんあることを知りました。

お金がない、ものがないなかで、創意工夫しています。さらに、

保育園に入れたかもしれない」とそんなことを思っていたので、

ら指導を受けたガーナ人は、他のガーナ人に伝えることを取り組

支援終了後のことまでも考えています。いつも笑顔で献身的な

ODA の実情を知りたくて、今回応募しました。

んでいます。この段階からの拡がりが進んでいけば、アジアの

なごや地 球ひろばでは、ODA や青年海 外協力隊の記事や
写真をよく目にします。時折、元協力隊員の話を聞きます。彼

彼らが、日本とガーナの友好関係を支えていると思いました。

さらに、レポーターに決まり、
「ODA 見える化サイト」など

繁栄・発展のように成果が感じられることでしょう。現実には

らの経験は、私が見たり読んだりしたものとは比べられないほ

また、カイゼンプロジェクトや天水稲作でのカウンターパート

で事前学習していくうちに、例えば、
「ガーナの理数科教育支

なかなかガーナ人だけになると拡がらないので、もう何年ももど

ど興味深いものです。国際協力の現場をぜひ見たいと思い参

の質の高さと、熱心さにも驚かされました。日本とガーナの人

援」などは、2000 年から始まっていますが、近年の報告では、

かしさやじれったさを感じさせられているのだと思います。
「魚を

加しました。

たちが協働することで人々の生活が豊かになり、社会が変わっ
ていけば、支援する価値があると感じました。
先日、隣に座った学生にガーナの話をしていたところ、外国
にあまり興味がないとの返事でした。ガーナで見て、感じたこ

「ガーナの教員のレベルは上がった。しかし、児童・生徒の学

あげるより、魚の釣り方を教える」という日本の ODA よりも、

力は全国統一テストでは芳しい結果が得られていない」とのこ

大量の魚を欲している途上国の人がいて、魚を釣ることに興味

とでした。いったいどうなっているのだろう、いつまで続けられ

を示さない人たちがいる、という現実も事実だと思います。

るのだろうと疑問はさらに深まりました。

&

アフター

アフター

ガーナでは、JICA 職員やJICA 専門家、青年海外協力隊員

なごや地球ひろばでボランティア地球案内人を始めてから、

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー

BEF OR E

3
視察を終えて

中嶋 靖男

視察を終えて
&

で関わったのか、素人でもすぐにわかります。それがなくなると、

しかし、小さいけれど、すべての ODA の現場では、確かに変

とを伝えることで、多くの人に JICA 職員やJICA 専門家、協力

化は起こっています。あきらめてしまえば、そこですべてが失敗

隊員がガーナで頑張っている姿を知ってほしい、そして開発途

に終わってしまいます。一 歩 進んで二歩下がっても、日本の

上国に関心を持ってほしいと思っています。

ODA の支援が本当に生かされることを信じて、努力されている
隊員や ODA に携わる方々の地道な努力をみて、素直に彼らを
応援したいし、素晴らしいと思いました。
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西中 洋子

Yoko NISHINAK A

キラキラした瞳が次世代をつなぐ

会社員

アクラの空港に到着する飛行機の窓から見える市内の夜景
は光が多く、降り立った街並みも都会でした。広大なサバンナ
をイメージしていた私にはちょっと残念でしたが、西アフリカで
最も経済発展をし続けているこのガーナの成長する瞬間に立
ち会えることの喜びを感じた、到着１日目の夜でした。翌日から

3

支援先を視察させて頂きましたが、どこの支援先も我々の訪問
を歓迎してくれて熱心に実情を話してくれました。これは支援先

BEF OR E

A F T ER

アフリカの今を見てみたい

ガーナから日本への
親愛の気持ちを知った

地元のパスポートセンターで偶然手に取った「国際協力レ

訪問前は、なぜかまるで隣の国に行くように気軽に考えてい

た。ほとんどの人がそうであるように、ガーナってどこにあるの？

たガーナ訪問ですが、実際は長時間のフライトや連日 30℃の

からの始まりでしたが、事前研修を受けたり本を読んだりして、

気温、独特のガーナ食に、思った以上に体力が必要でした。

ガーナや国際協力に関して興味がどんどん膨らみました。

KLM 機がコトカ空港に着くとマラリアへの警戒と、空港前

会社員

の人たちに認められていることだと感じられました。
無償資金援助で訪問した建設支援先では、受託者は日本の
民間企業なので建設実務と教育支援を明確に計画され、成果
が表れていました。日本の ODA は、ただ金を出すだけでなく顔
の見える支援と訪問前に聞いていましたが、今後も支援先が
継続していける仕組みを築けるために「ここまでやるの……」

BEF OR E

ただアフリカに
行ってみたいだけだった

というぐらいに支援プログラムを実施していました。
人的支援では、協力隊員たちが派遣先で地元住民と同じ生
活をしてコミュニケーション作りから始めているのには驚きまし
た。支援先はどこも「金がない、道具がない、
・・ないないない」
のないないづくしです。隊員たちは、その支援先で金をかけな

の混沌とした景色に緊張は一気に高まりました。ホテルの部屋

無いということは、アフリカで仕事をする友人から聞いていて、

も窓が壊れていたのでフロントに言うと、
「直しておく。
」と返

大阪国際交流センターが配信している i-house メールマガ

いで出来る方法を見つけてそれを広めていく、気の遠くなるよう

いつか自分もアフリカを訪れ実際に自分の目で見てみたいと

事されただけで 3 泊も！これがアフリカ流かと思い直しました。

ジンで国際協力レポーター 2016 の公募を見つけたのは 1 年前

な活動を進めています。プロトコルと呼ばれるガーナの縦割り

そんな中、日本人が現地の人たちと共に働くODA の現場や

でした。その頃から「アフリカに行きたいな。ライオンを生で

社 会ならではの 対 策として、国→州→郡→地 域 の 根 回しも

今は損害保険会社で事務の仕事をしていますが、その職場に

学校を訪問し、私の心の壁は互いの違いを認めるという気持

見たいな」と、ただの興味本位で今回の国際協力レポーター

JICA ガーナ事務所の重要な任務なので、その国に合ったやり

も、また学生の頃からの友人にも国際協力や交流に関心のあ

ちに変わりました。野口記念医学研究所での技術協力やアク

2017 に応募しました。当選してから「ODA とは何ぞや」と勉

方を実務は隊員、サポートは JICA 職員とうまく連携されていま

る人がいます。そして、家庭でもいつか青年海外協力隊として

ラ電力で働く企業人の意志は高く、また教育現場にいる青年

強し始めた次第です。今まで ODA やJICA と言う言葉は知って

した。その成果もあり、学校教育現場では学べる喜びなのか、

参加したいと話す長女や、海外で仕事をしたいと考える大学生

海外協力隊員やJICA 職員の方の仕事への取組みも素晴らし

いても、何をしているのかまでは興味がなく、知ろうともしませ

子どもたちの瞳がキラキラ輝いていました。また、教育現場の

の長男、そして小学生の次女がいます。私はこの派遣を通じて、

いものでした。文化や習慣の異なる海外で国際協力を展開して

んでした。これを機会に青年海外協力隊の説明会にも参加し、

説明をしてくれた隊員たちの瞳もキラキラ輝いており、充実感

周りの人たちに何かを伝えることが出来ればと思い、参加しま

いく困難は常に付きまとうものですが、ガーナの人々が見せてく

国際貢献の大切さや日本の役割について改めて考え直しまし

がうかがえました。隊員の中には、青年海外協力隊に応募する

した。

れた日本への感謝と親愛の気持ちを知ると、ODA による発展

た。今回のガーナ訪問で支援先を見せてもらえるので、その支

ために職を辞めて参加している者もおり、当然、派遣後の生

途上国への支援は道義的にも意義があるでしょう。

援がガーナと日本にとってどう有益なのかを見させてもらおうと

活に多少なり不安をもっています。今後彼らのスキルを十分に

思います。初アフリカはとても楽しみです。

活かせるように帰国後は民間企業での引き受け体制も必要だ

ガーナの田舎の学校で出会った子どもたちは、笑顔が素敵
でとても人懐っこく、中には少しはにかんだ表情を見せてくれる

と感じました。

子どももいました。一方、首都アクラで外国人も利用するレスト

国際貢献は、すぐに日本に利益が戻ってくるものではありま

ランでみた親子連れは、日本人以上におしゃれな服装でこちら

せん。支援した子どもたちがやがて大人になって、日本という

と目を合わすことはありませんでした。共にガーナの現実であ

国を知ったときに日本に親しみをもってくれて、次世代に日本と

り、開発途上にあるその姿をうけとめつつ、国際協力を通じて

の交流経験を伝えてくれたときに、やがて巡り巡って日本に利

ガーナの発展に寄与していきたいと思いました。

&

アフター

アフター

アフリカは一般的にイメージされるサファリや貧困だけでは

思っていました。

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー

&

ポーター 2017」のチラシ。これが参加するきっかけとなりまし

Hiroaki TSUGAMI

で活動している JICA 職員や青年海外協力隊員たちが、ガーナ

視察を終えて

視察を終えて

津上 裕章

3

益が戻ってくると思われます。次世代につなぐ国際貢献の瞳を
キラキラ輝き続けさせられるのは我々だ、と実感しました。
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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 2018 年2月 6 日までに実施された活動の一部を、簡単にご紹介します。

和田 吉揮

3

髙橋 智恵

① 2017.10.30

2017.11.22

② 2017.11.7

新潟市内小学校

18：40 〜 18：50

③ 2017.11.21
18：50 〜 18：55

④ 2017.11.27
16：50 〜 17：30

都留文科大学

「夢ノートクラブ」での報告
ガーナで見たこと、感じたことを伝え、国際協力について
も小学生にわかるよう説明をしました。
小 学生ということで、現 地の小 学校の様子を中心に今の
ガーナについて報告し、外の世界に興味を持ち、目を向ける
ところから国際協力が始まるということを最後に伝えました。

西中 洋子

2017.11.30 〜
12.8（土日除く）

2017.11.10
8：50 〜 9：00

18：40 〜 18：50

社内執務室

愛知県内職業訓練校

社内報告会

職業訓練校でのお話
現職業訓練校に通う生徒たちに「アフリカ・ガーナはどこ
にあるの？」
「国際協力って、何のためにするの？」
「実際
にどんなことが行われているの？」と問いかけながら、
①生
活基盤を整える（電力サイト）
、
②食の充実・仕事を効率的
にして財政基盤を整える（稲作、カイゼン）
、
③学校に行っ
てしっかり学ぶ・命を守る（理数科教育、学校保健）をテー
マにお話をしました。
全然違った国際協力の 1 つ 1 つがつながっていることを強
調しながら、ガーナの人がさらに豊かで幸せな生活を送る
ことが、遠く離れた日本人の幸せにもつながっていることを
伝えました。

大学での授業やサークルでの発表

2018.1.13

2018.1.17

10：30 〜 12：30

中日新聞

新潟市内まちづくりセンター

新聞記事への投稿・掲載

小学生向けのお話会
「日本から見た世界」や「ガーナってどんな国（比べてみよう、
日本とガーナ）
」
、
「ガーナでの小 学生たちの生活」をテー
マにお話会をしました。

2017.12.20

京都市内の飲食店

ママ友ランチ会
海外派遣の全体報告を行いました。小学校教育分野の案件
の紹介では、アフリカでのJICAの活動や生活の様子を交えな
がら、青年海外協力隊の現職の先生の活動ぶりを伝えました。

12：00 〜 12：30

現地で良好な人間関係を築き、地域コミュニティーと協力し、
支援する側と支援を受ける側とが対等な関係に見受けられた
話や、工事現場の仮設事務所前にある小さな花壇から日本
人の心が伝わってうれしい気持ちになったエピソードを紹介し
ました。

社内会議室

社内報告会
海外ボランティア活動やアフリカに関心のある人を対象に、
写真を用いながらガーナの様子を話しました。
特に小 学 校教育案件に的を絞り、現状と課 題、そして現
地の子どもたちが置かれている環境について報告しました。

13：00 〜 16：30

名古屋市内市民会館

中嶋 靖男

2018.1.11

異業種交流会／
海外投資セミナー
での活動報告
セミナー参加者の活動報告のなかで、国際協力レポーター
視察について、ガーナの現況や視察先の状況、青年海外
協力隊の活動の様子、1/17 の中日新聞掲載記事の紹介を
行いました。

13：20 〜 14：10

18：00 〜 19：30

社内会議室

JICA市ヶ谷

社内報告会

写真を用いながらガーナ視察の報告を行いました。

11：30 〜 12：30

坂田 茉由

18：30 〜 20：00

国際協力レポーター OG/OB会主催
2017 年度報告会

2017.11.11

2017.12.6

2018.1.20
山口 明

スライド約 50 枚を使用しながら、ODA・JICA・国際協力
レポーターの概要やガーナの暮らし、視察の様子、現場で
感じたことや ODA の今後の在り方についての報告会を実
施しました。

3

視察後のレポート活動

視察後のレポート活動

①大学での Power Point 講座においてガーナのことを関
連づけた発表をしました。
②小学校の免許を取得する過程で必要となる音楽実技演
習（ソルフェージュ）という授業内で口頭のスピーチをさ
せてもらいました。
③大 学にある「5minutes」というサークルが主催した、
自身が学んだことや考えていることを発表する会におい
てプレゼンを行いました。
④自身の所属する国際教育学科専門の授業において英語
でのプレゼンを行い、聴衆からの質問に答えました。ま
た、学科の年報にも投稿しました。

ODA と JICA の説明や零細企業向けカイゼン指導とインフ
ラ設備協力案件を報告し、現 地で見た様々な立場で働く
日本人のモチベーションの高さと、日本のスタンダードの
優秀さ、ガーナからの感謝の言葉などを紹介しました。

視察を終えて

視察を終えて

12：10 〜 12：20

15：15 〜 16：00

横江 隆弘

2018.2.6
人間環境大学ゼミ室

所属ゼミでの報告
視察した学校保健の案件について、目的と概要を報告した
り、ガーナで見たことや感じたことを話したりしました。

背景写真：かつて奴隷貿易の拠点となっていたエルミナ城。現在は世界遺産として登録されています。

34

国際協力レポーター2017

国際協力レポーター2017

35

