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日本側実行委員長挨拶  

 

はじめまして。第 17 期日本ケニア学生会議日本側実行委員長を務めさせていただきました、北

海道大学医学部の松島慎と申します。この度は日本側実行委員渡航メンバー6 名が初めて足を

踏み入れる土地ケニアで約 2 週間の本会議活動を無事に終えることができたことを大変嬉しく思

っております。時間に余裕のある実行委員が非常に少ない中、本会議を何事もなく閉会できたの

は、創設者の後藤千枝さんをはじめとする日本ケニア学生会議の OBOGの方々のご助言とご協

力、そして我々の活動のために助成金を与えてくださった方々のご支援があったからです。我々

17期の実行委員が活動に打ち込めるようにバックアップしていただいたこと、本当に感謝していま

す。  

  

振り返ってみますと、第 17 期日本ケニア学生会議本会議は、慌ただしくも、たいへん充実したも

のでした。考え方の違いによる現地学生とのちょっとしたトラブルや、想定外の交通渋滞による予

定の組み直しなど、頭を悩ませることもありましたが、他の実行委員とケニア学生の協力のお陰で

その時々に出せる最善解を出し、実行することができました。今期は年間を通しての活動目的、

概要に大きな変更はないものの、従来の期とは異なり、より多くの大学を訪問し、各大学で中心と

なって尽力してくれた学生のみならず、より日本とケニアの関係発展に尽くしたい多くの学生たち

との対話、交流を重視してきました。ナイロビ大学、ケニヤッタ大学、ストラスモア大学、エガトン大

学を訪問し、合計で 50 名以上の学生と交流することができました。昨期までとは異なる形式での

本会議開催となり、些か不安もありましたが、各大学で多くの学生に温かく迎えられて、それまで

抱いていた緊張や心配が全て和らぎました。交流を始める前から、有意義な時間を過ごせそうだ

という予感があり、期待に胸を高鳴らせていたのを鮮明に覚えています。まさに異国の地であるケ

ニアで過ごした約 2 週間は、今後私たち実行委員の人生において良き経験となりました。また団

体としても、今期を日本ケニア学生会議の新たな経験値として積み重ね、弊団体発展の糧となる

ことを心より祈っております。  

  

最後になりますが、冒頭でも申し上げたように、日本ケニア学生会議の活動は多くの方々のご

支援の上に成り立っています。本会議実施を財政面で援助して下さった三菱 UFJ 国際財団・双

日国際交流財団・国際交流基金、訪問を受け入れて下さった企業・組織の皆様、大学訪問や現

地案内を引き受けて下さった方々、シンポジウム会場を提供して下さった在ケニア日本大使館の

皆さま…こちらに全ての皆様をご紹介できないことを心残りに思いますが、この場をお借りして第

17期日本ケニア学生会議を応援して下さった全ての皆様に厚く御礼を申し上げます。   

2016年 11月 2日  

第 17期実行委員長  

松島 慎  
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創設者挨拶  

  

第 1７期報告書刊行にあたり、皆様方にご挨拶と御礼を申し上げます。 

 

 日本ケニア学生会議は国際社会の発展と平和に貢献するため、日本とケニアを中心に両国社

会の相互理解・国際化、日本・ケニア・アフリカ・さらに世界情勢への関心の高まりに対する対応、

人づくりなどに対する国際交流・協力、言葉を変えればまさに新たな文明の創造を築いている団

体だと言っても過言ではありません。 

 

 日本ケニア学生会議創設以来、年間を通して実施されている国内活動の他に、本会議参加の

ため、実に合計 110名以上の大学生実行委員たちが日本からケニアに渡航し（在日中国人学生

３名含む）、168名を超すケニア人大学生実行委員たちの中から 32名が来日しています。第 17

期日本ケニア学生会議本会議が予定通りケニアで開催できましたこと、また、全員、テロや事故

に巻き込まれることなく、病気になることもなく無事に帰国できましたこと、実に感極まるものがあ

ります。 

 

 今年の本会議ケニア開催にあたり、日本ケニア学生会議の基盤を強化し、より発展させるため

に従来とは異なるケニアでの本会議の形をとりました。より日本ケニア学生会議を平等にケニア

側でも浸透させるために、日本側実行委員たちが直接、様々な大学を訪問して自ら分科会などを

開催し、さらに、各大学で今後のケニア側実行委員たちのリクルーティング活動などをしたりもしま

した。実行委員たちは頑張って本会議自体は成功させたものの初めての試みが故に、今後の課

題も幾つか残っていますし、また、今期の年間の活動を通しての反省点も多々あります。 

 

  日本ケニア学生会議は、事前活動・本会議・事後活動の３本柱で一年が成り立っています。と

ころが、ここ３年ほど、日本ケニア学生会議が色々な意味で縮小し簡素化されてしまっている部

分、今後、団体として一丸となり改善していかねばなりません。日本ケニア学生会議は助成金を

頂き、公的な機関からも支援していいただいているという、社会からの応援で成り立っている団体

です。日本ケニア両国の実行委員たち、そして、日本ケニア学生会議は団体としても共有の財産

である活動の成果を社会に還元する義務があります。日本ケニア学生会議に入る際の抱負文な

どが政治家でいうなら公約だとすると、果たして、各実行委員たちは、自分たちが掲げた公約に関

して、また、日本ケニア学生会議が掲げる理念のもと、きちんと職務なりを遂行できているのか、

有言実行し公約を守っているのか、この部分の報告と反省をもしっかりする必要があります。社会

にでたら給料というものは働いた対価に支払われるもの。ところが、人材育成という名目で、さら

に実行委員たちを通して日本とケニアの将来に投資という形で、学生実行委員たちには社会から
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の応援が毎年ついてしまいます。仕事をしなければクビになる会社と異なりペナルティーがないボ

ランティア団体だからこそ人間の真価が問われるのですが、ケニアと日本側の実行委員たちがこ

のことに甘んじてしまわぬよう、団体のルールやシステム自体も今後は改善し、より良い形にせね

ばと肝に銘じている次第です。 

 

 この本会議実現にあたり、日夜努力し続けた学生諸君の情熱と実行力にあらためて感服すると

共に、ここまでくることができたのも、当団体をご支援してくださっています多くの皆様方のおかげ

でもあります。外部の支援者の皆様方に感謝するとともに、内輪のことで恐縮ですが、日本ケニア

学生会議、第 1期から関わってくれた過去の実行委員たちすべてにもありがとうという気持ちで一

杯です。みんなが実現させたいという強い思い、行動力で、何でも可能になるのです。今期、とり

わけ本会議にあたり、日本側、ケニア側の OGOBたちが協力を惜しみなくしてくれました。 

 

 物質はやがて消えていくもの。残るのは精神、魂。国家の生命は、その物質的業績で存続する

のでは決してないはずです。その国が生み出した卓越せる人物によって存続するのであると思い

ます。まさに、21世紀を担う、無限大の可能性に満ちた日本ケニア学生会議の大学生たちは国

家の財産でもあります。学生たちが、ますます実りある有意義な会議を行い、これからも皆が一丸

となり、霊的にも進歩した魂の巨星として、よりより社会、世界、未来を築き、歴史を動かしていっ

てくれることを願ってやみません。また、国家の財産である学生たちを支えていくのは、私たち社

会人の役目でもあります。 

 

 重複して恐縮ですが、毎期繰り返しお伝えしていることですが、この日本ケニア学生会議、私の

みが創設者ではないはずです。当団体の活動に携わってきました学生一人ひとり、そして関係者

の皆様方もが日本ケニア学生会議を一緒に創り上げている創設者なのだと私は認識しておりま

す。今後も今まで同様、日本ケニア学生会議の関係者であります皆様方の御協力、御助言、御理

解を賜るよう、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

 この崇高な日本ケニア学生会議という活動が永遠に継続されることを願ってやみません。 

Let's take action TOGETHER for a better society, a better world and a better future !!! 

 

2016年 11月 20日  

日本ケニア学生会議創設者 

後藤千枝  
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日本ケニア学生会議概要  

  

  

 

 

日本ケニア学生会議（JKSC）は、日本ケニア両国の大学生により構成される非営利、非宗

教、非政治の学生団体である。社会的な利害関係からは比較的自由である大学生という立場を

活かした活動を通じて、日本とケニアの架け橋となること、活動で得た成果を社会に還元すること

を目指している。  

  

沿革  

1999年に後藤千枝氏によって設立された。第 1回本会議は 2000年にケニアにて開催。現

在までに、両国において計 16回（ケニア開催 9回、日本開催 7回）の本会議を開催している。  

  

運営  

実行委員長、副実行委員長と諸部局 （財務局、会計局、企画局、学術局、事務局、国際

渉外局、広報局、総務局）によって組織される。各実行委員は必ず 1つ以上の部局に所属す

る。  

  

活動内容  

活動は 1年を通して行われ、1年間の集大成として約 1 ヶ月間の本会議を行う。  

年間を通した通常活動として、Skype ミーティング（週 1回）、合宿ミーティング（月 1回）、

関連イベントへの参加（不定期）がある。Skype ミーティングでは、各部局による報告を行う。

合宿ミーティングでは、専門知識の向上を図る勉強会活動や、様々なテーマのもとで討論を

行うディスカッション活動等を行う。関連イベントへの参加を通じて、他団体との交流を深める

とともに、社会に向けて当団体の活動を発信することを目指す。  
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本会議とは、約 1 ヶ月間の両国実行委員による共同生活と、その期間の全ての活動の総

称である。原則として、年に 1度開催され、両国が交互に開催国となる。社会問題等に関す

るテーマを設定した分科会を設け、両国実行委員が各々１つの分科会に所属する。分科会で

は、知識を持ち寄り、両国での現状相違を理解し合った上で、討論を行う。また、企業や

NGO団体を訪問したり、地域文化を体験したりすることで、社会に対する理解を深め、様々

な視点からの学びを行う。共同生活によって、両国実行委員の更なる相互理解を目指す。本

会議の成果はシンポジウムにて社会へ発信する。  

  

 

 

大地溝帯 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/8 ) 
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ナイバシャ湖にてボートライド ( Naivasha, Kenya, 2016/9/8 ) 

 

 

 

 

 

赤道にて撮影 ( Kisumu, Kenya, 2016/9/11 ) 
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第 1章  

第 17 期本会議概要  
 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 期本会議の開催期間、日時を記し、期間中のスケジュールを付した。加えて、第 17 期実行

委員名簿を掲載する。
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17期本会議概要  

開催期間  

2016年 9月 4日～9月 16日  

  

開催場所  

ケニア(ナイロビ、ナクル) 

  

スケジュール  

9 月 4 日 午前 1 時羽田空港発、カタールを経由し午後 15 時ジョモケニヤッタ空港

(ナイロビ)着。弊団体 OB の David 氏に挨拶。        (東京→ナイロビ) 

9 月 5 日 午前：象の孤児院訪問 

午後：ジラフセンター訪問                                 (ナイロビ) 

9 月 6 日 午前：ナイロビ大学訪問 

午後：ナイロビ国立公園視察 

夕食後：ナイロビ大学学生と議論                           (ナイロビ) 

9 月 7 日 午前：ケニヤッタ大学訪問 

昼食：弊団体 OB の Isaac 氏と会食                           

午後：ストラスモア大学訪問                               (ナイロビ) 

9 月 8 日 ナイロビからナクルへ車にて移動、ナイバシャ湖散策  (ナクル→ナイロビ) 

9 月 9 日 午前：エガトン大学訪問 

昼食：エガトン大学生と共に大学食堂にて 

午後：エガトン大学内散策、レクリエーション                  (ナクル) 

9 月 10 日 終日：ナクル国立公園視察                                    (ナクル) 

9 月 11 日 ナクルからナイロビへ移動、赤道に立ち寄る          (ナクル→ナイロビ) 

9 月 12 日 午前：シンポジウム準備 

午後：Peace Winds Japan 訪問 

夕食：OBOG 会開催                                       (ナイロビ) 

9 月 13 日 午前：国際赤十字ナイロビ支部訪問、キベラスラムにてボランティア活動 

午後：JICA ケニア支部訪問 

夕食：弊団体顧問神戸氏と会食                             (ナイロビ) 

9 月 14 日 午前：シンポジウム準備 

午後：在ナイロビ日本大使館にてシンポジウム開催 

夕食：ストラスモア大学生と共にナイロビ駅食堂にて         (ナイロビ) 

9 月 15 日 午前 10 時ジョモケニヤッタ空港発                        (ナイロビ発) 

9 月 16 日 午後 11 時羽田空港着                                        (東京着) 
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実行委員名簿  

 

役職 氏名 所属大学 学年 本会議への参加 

実行委員長 松島 慎 北海道大学 2年 ○ 

副実行委員長 李 徳洋 東京大学 4年 ○ 

財務局 蔵本 涼太 東京大学 4年 ○ 

企画局 ナギーブ モスタファ 北海道大学 2年 ○ 

広報局 木内 慧 明治大学 3年 ○ 

学術局 周 静芳 東京大学 4年 ○ 

国際渉外局 青木 健太郎 東京大学 3年  

総務局 山田 真由 立命館大学 2年  

 

 

ナクルの植物園 ( Nakuru, Kenya, 2016/9/9 ) 
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弊団体 OB と会食 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/12 ) 
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第 2章  

企画報告  
 

 

 

 

 

 

 

 

およそ二週間にわたる本会議期間中に、実行委員は様々な場所を訪問、視察し、多くの方々から

話を伺う機会に恵まれた。第 2 章ではその内容を企画という形でまとめる。活動の目的、概要を

紹介した後、実行委員が活動を振り返って評価を行った。
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野生動物保護施設視察 

9 月 5 日 

目的 

ケニアの重要な産業の一つとして観光産業が挙げられる。観光資源は、国立公園での動物

観察などが中心だが、野生動物の命は様々な要因によって脅かされている。文化的・経済的

にもケニアにとって重要な意味を持つ野生動物の保護の取り組みを知ることは、異文化理

解のために有効であると考え、また、日本ケニア学生会議ケニア事務局代表で獣医の神戸俊

平氏が、永年、動物孤児院などで野生動物保護のボランティア活動を行っていることもあり

視察を行った。 

 

概要 

視察先はいずれもナイロビ市にある「エンデンジャーワイルドライフ・ジラフセンター」

と「シェルドリック動物孤児院」。現地では、アフリカの野生動物がおかれる現状について

職員から解説を受け、動物と触れ合うなどした。 

 

(1)エンデンジャーワイルドライフ・ジラフセンター 

ケニアにはマサイキリン、アミメキリン、ウガンダキリン（ロスチャイルドキリン）

の 3亜種が生息している。国際自然保護連合（IUCN）によるレッドリストによれば、種

としてのキリンは「低危険種」という最も軽いカテゴリに分類されているが、亜種であ

るウガンダキリンは「絶滅危惧 IB 類」に分類されており、個体数の減少が懸念されて

いる。名前こそ「ウガンダ」キリンだが、ケニアの北部地域にも生息しており、現在保

護活動が進められている。  

 エンデンジャーワイルドライフ・ジラフセンターは、ウガンダキリンの保護の為の施

設であり、ケニアの子どもたちに対する自然科学教育施設という側面も持ち合わせてい

る。ケニアの国立公園の入園料は、外国人向けに比べてケニア人向けは低廉に抑えられ

ているものの、貧困層の子どもたちにとっては大きな負担であり、一度も野生動物を見

たことがない子どもも居るという状況がある。そこで、このセンターでは、観光客らか

ら徴収する入場料等を原資に、保護活動と併せて教育普及活動も行い、小学生に無料で

キリンとのふれあいの場を提供しているということだった。  

 視察した実行委員等も実際にキリンと触れ合う体験をし、ケニアにおける自然科学教

育の一端に触れることが出来た。  

 

(2)シェルドリック動物孤児院 

 シェルドリック動物孤児院は 1977年にルダム＝ダフネ＝シェルドリック博士によっ

て設立された野生の象の保護とリハビリテーションの為の施設である。アフリカゾウ

の個体数は年々減少しており、IUCNによるレッドリストでは絶滅危惧種Ⅱ類に分類さ
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れている。個体数の減少の要因としては、象牙を目的とした密猟や、生息地の開発等

が挙げられる。特に近年では、ケニアの隣国であるソマリアを拠点とする過激派組織

「アルシャバーブ」が資金獲得の為に象牙の密輸に乗り出している事も、事態を深刻

化させている一因である。 

 この施設では、何らかの理由で親を亡くした子ゾウを保護し、再び自然環境へと還

していく為のリハビリテーションを施す活動をしている。孤児院のスタッフはメスの

親ゾウが死亡する原因で多いものは「井戸に足をはまらせて身動きが取れなくなり餓

死する」というケースだと紹介していた。人間と動物の共存を図ることが大切である

と認識させられた。 

 

評価 

 経済が発展し都市化が進む中で弱い立場に置かれている動物を目の当たりにした。

人々の生活に必要不可欠なインフラが、場合によっては貴重な野生動物の命を奪う事

になっている実情を前に、自然環境を含めた持続可能性を持った国際協力を果たす必

要性があることを強く感じる体験であった。 

 

 

ジラフセンターにてエサをあげる実行委員 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/5 ) 



18 

 

 

大学訪問 

目的 

 今年度本会議では、これまで 16期の人脈や資料の蓄積を活かし、現地大学生との交

流や議論、加えて今後のケニア側実行委員会の活動の充実を目的として大学訪問を行

った。訪問した大学は、ナイロビ大学、ケニヤッタ大学、エガトン大学、ストラスモ

ア大学であり、いずれの大学においてもケニア側学生らと分科会を開催した。 

 

概要 

(1)ナイロビ大学(9月 6日訪問) 

 ナイロビ大学は、ナイロビ市にキャンパスを構える国立の総合大学である。源流を

イギリス植民地時代の 1956年に設立された王立技術大学に持ち、1970年に現在の組

織となった。 

 17期の実行委員 6人は、現地時間 9月 6日、ナイロビ大学メインキャンパス内で同

大の学生 3人と交流し、日本に関心を持った理由などについて尋ねた。その後昼食を

ともにし、団欒の場をもった。経済学部 2年のケルヴィン・ジョロゲさん（25）は

「海外に行ったことは無いが、日本の技術や工業製品はケニアの発展に貢献していて

身近に感じる」と日本に関する印象について話した。 

 午後にはナイロビ市内のレストランで同大の学生と国際交流をテーマとする分科会

を開催した。分科会には、法学部、経済学部、医学部など複数の学部から 14人の学生

が参加。8月にナイロビで開催されたアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）に関連して、

ケニアの地方部開発の課題や、日本の地方問題との比較などを中心に議論が展開され

た。ケニアでは高度教育を受けた若者の数が増加しているものの、その人材の受け皿

となる企業が圧倒的に不足しているのが問題であるとのことだった。盲目的に教育制

度を整え教育の幅を広げることは、一方で卒業者の就職困難につながるのである。教

育の推進と同時に学生を受け入れるキャパシティがある企業の育成が必須であるとケ

ニアの学生が口を揃えていた。その内容は分科会を深化させるにあたって大変有益で

あった。狭いパブの一室にあふれんばかりの学生が集まり、夜 10時過ぎまで議論が続

いた。 

 

(2)ケニヤッタ大学(9月 7日訪問) 

 ケニヤッタ大学は、ナイロビ市にキャンパスを構える国立の総合大学である。1985

年に創設され、総合大学としてはケニアで第二の規模と歴史を有している。 

 17期の実行委員 6人は、現地時間 9月 7日午前、ケニヤッタ大学を訪問し、16人の

学生と「国際協力」「教育」「地域特性」の 3テーマで分科会活動を行った。ケニア
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側学生から「ＴＩＣＡＤはケニアに何をもたらすと考えるか」「日本の大学の学費は

いくらくらいなのか」などの質問に、日本側実行委員が回答した。 

教育面に関心をもつ学生が特に多く、奨学金制度の充実度などが真っ先に話題に上

がった。実行委員もケニアにおけるスワヒリ語と英語の関係性やその位置づけに対し

て理解を深めた。ナイロビの若者にとって、友人間ではスワヒリ語での会話が中心で

あるものの、大学での講義などアカデミックな分野においては英語が主であるとのこ

とだった。そこから話が発展し、複数の言語を学ぶことの意義などに対し意見をぶつ

け合った。日本においては日常的に日本語以外の言語の必要性を認識する機会は決し

て多くはないが、ケニアでは複数言語を操ることが当然である。その違いを強く認識

させられた。 

 

(3)ストラスモア大学(9月 7日訪問) 

 ストラスモア大学は、ナイロビ市にキャンパスを構える私立大学である。ビジネ

ス、経済、IT、法律などの文科系の専門教育を行っており、富裕層の学生が多い。セ

キュリティの充実度もトップクラスである。 

 17期の実行委員 6人は、現地時間 9月 7日午後、ストラスモア大学を訪問し、「日

本語クラブ」の代表、副代表の 2名と、フリートーク形式の交流を行った。日本語ク

ラブは在ケニア日本大使館の職員の方に紹介していただいた団体であり、計 60 名もの

学生が所属している。定期的に大使館とも連携をとり、着物の着付けなどを紹介する

活動を行っているとのことだった。日本語クラブは、メンバー全員がケニア人である

にも関わらず日本に関心をもち、自主的に日本文化の理解を深めその普及に努めてお

り、その姿に感銘を受けた。 

 最初に大学内を学生に案内してもらい、その後議論の場をもった。その内容を簡潔

に記す。 

 ストラスモア大学のキャンパスを一通り紹介してもらい最も強く感じたことは、学

生への待遇の素晴らしさであった。いたるところにパソコンが設置してあり、学生た

ちの学習の場となっていた。また卒業生へのバックアップ体制も充実しており、ベン

チャーを立ち上げる学生に対しては大学内に各々がオフィスを設けるまでの活動拠点

を提供していた。ベンチャー育成グループの担当スタッフに話を伺ったところ、卒業

生がビジネスで成功することは大学の成長にもつながるため、力をいれて支援してい

るとのことだった。日本と到底比較できないほど学生の起業意欲も高く、大学で得た

知識をそのままキャリアに活かそうとする姿勢が印象的であった。 

その後は教室を借り、相互理解の場とした。日本側実行委員が今までのケニア滞在

で感じた事柄を話し、ケニア側学生からは日本について抱くイメージ等について発言

があり、互いの文化への理解を深めた。同大では、日本に留学経験があり、比較的高

度な話題においても日本語での意思疎通が可能な学生と出会い、日本ケニア間の学生
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交流の架け橋となる仲間を見つけることが出来た。日本に精通する学生にナイロビで

出会えたことに感動した。大学の食堂で居合わせた学生とチェスをする機会もあり、

セキリュティがしっかりとした環境の中でのびのびとした時間を過ごすことができ

た。 

 

(4)エガトン大学(9月 8～11日訪問) 

 エガトン大学は、ナクル市にキャンパスを構える国立の総合大学である。今回、訪

問した大学の中で唯一ナイロビ市以外に本拠地を置く大学であった。 

 １７期の実行委員 6人は、現地時間 9月 8日夜にエガトン大学ナクルキャンパスに

到着し、キャンパス内の「ARCホテル」に 3泊滞在した。同大では 20人程の学生らと

分科会活動を行った他、同大の農業系スタートアップの支援施設、実験農園などを視

察し、ナイロビ市内の大学とは異なる、郊外型大学ならではの施設や学習環境に触れ

る事ができた。ケニアでスタートアップといえば初期資本が少なくてすむ IT系が大半

を占めており、事前に訪問していたナイロビの 3大学でもその様子が確認できてい

た。しかしながら、エガトン大学は郊外に位置していることもあり、農業、畜産業の

分野でビジネスを立ち上げる学生もおり、実際にその現場を見せてもらう機会に恵ま

れた。都市部の大学を訪問するだけでは分からない大学のあり方の一端を垣間見るこ

とが出来た。 

 

評価 

 今回訪問した 4つの大学は、それぞれに特色を持ち、バラエティに富んだ学生たち

と出会う事が出来た。例えば、ナイロビ大学はケニアの国内最難関大学と認識されて

おり、法曹や国際公務員志望など、エリートコースを歩むことになるであろう学生と

交流する事が出来た。ストラスモア大学は、今回訪問した中で唯一の私立大学であっ

たが、ここでは ITベンチャーのスタートアップ支援が充実しており、googleやサム

スン電子など世界の錚々たる IT企業がコーワーキングオフィスを提供しているなど、

日本の大学を遥かに凌駕する様な産学連携の取り組みを見て取ることが出来た。1つ

の大学を訪れるだけでは分からない様々な知見を得ることが出来、複数の大学に足を

運ぶ意義を感じた。今後も継続した連携をとることが双方にとって肝要であるとの思

いを深めた。 

当初の目的であったケニア大学生との分科会開催および将来につながる関係性の構

築という面でも、大きな成果を残すことが出来たように思う。各大学で議論をする中

でケニアの実情を見ることが出来、それらは分科会の報告という形でまとめるに十分

な内容であった (分科会の報告は第 3章で行う)。ケニアの学生とは本会議終了後も定

期的にやり取りを継続しており、来期以降の活動につながるものであると確信してい

る。
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ナイロビ大学にて最初の大学訪問 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/6 ) 

 

 

 

ナイロビ大学生と議論する様子 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/6夜 ) 
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ケニヤッタ大学 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/7 ) 

 

 

 

 

ケニヤッタ大学にて集合写真 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/7 ) 

 



23 

 

 

 

 

ストラスモア大学にて交流 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/7 ) 

 

 

 

エガトン大学で熱く語る委員長 ( Nakuru, Kenya, 2016/9/9 ) 
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国立公園視察 

9 月 6, 10日 

目的 

ケニアの国立公園はゲームサファリといい、広い国立公園内で暮らす野生の動物を車で

移動しながら探す形になっている。外国人観光客からの人気も高く、重要な外貨獲得源であ

る。一方で、自然を国立公園として保護することは、その地で元来暮らしていた部族の生活

の糧を制限せざるを得ず、社会問題にも発展している。今回の視察は観光的側面のみならず、

国立公園にまつわる諸問題の理解を目的とした。 

 

概要 

ナイロビ国立公園、ナクル国立公園の二箇所を視察した。両公園においてもドライバーに

野生動物の紹介を受け、そこから発展して複数種の動物の数が減少していること、部族と動

物をめぐる問題について学ぶことが出来た。 

ナイロビ国立公園はジョモケニヤッタ国際空港の真横にあり、ナイロビ市内からわずか

10数キロのところに広がっている。面積 117平方 kmであり、かなりの広さだが、国立公園

としては小さい部類に属し、野生生物に出会う頻度が高いことで有名である。日が弱まった

4時頃であったことも幸いし、多くの動物に出会うことが出来た。野生のキリンが眼前に現

れたり、シマウマの赤ちゃんを手の届く距離からしげしげと観察できたりと、非常に充実し

た国立公園であった。 

ナクルの国立公園は大地溝帯にあり、市街地が時々見えるナイロビの国立公園に比べて

遥か先まで広がるサバンナがとても印象的だった。その広さゆえ、動物の数もナイロビとは

比較できないほど多い。国立公園の外側もしばらくサバンナになっており、公園の柵のすぐ

外側で現地の部族が牧畜している様子を目撃した。 

 

評価 

 実際に訪れてみないと触れることの出来ない現実を目にすることが出来た。公園内には

象牙の集積場となっていた場所が残っており、一つの目玉となっていた。また密漁を防ぐ役

割としてのハンターの姿もあった。野生動物を観察する楽しみと同時に、根強く残る諸問題

を目の当たりにした。 
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ナイロビ国立公園にある象牙焼却場 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/6 ) 

 

 

 

 

 

ナクル国立公園に佇むキリン ( Nakuru, Kenya, 2016/9/10 ) 
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Peace Winds Japan 訪問 

9 月 12日 

目的 

日本とケニア両国の国際関係を見ていく上で、最も重要な視点の一つとして真っ先に思

いつくのが支援、被支援の構図だと思われる。現在、ケニアでは様々な国の団体が支援活動

を行っているが、NPO 法人である Peace Winds Japan (以下 PWJ) も世界中で支援活動を

行っており、ケニアでも難民キャンプ支援の活動を行っている団体の１つである。PWJ の

方々がどのようにケニアで暮らし、どのようにしてケニア人と協力しながら支援活動を推

し進めているのかを知り国際協力の１つの形を学ぶため話を伺った。  

 

概要 

ナイロビ市内にある PWJ の事務所を訪問し、現在は南スーダン事業調整員として活動し

ている竹中奈津子様から、現在行われている PWJ のケニア事業（カクマ地区、ダバーブ地

区での難民キャンプ支援）についての話を伺うとともにアフリカの情勢や日本人に何がで

きるか等の話を伺った。支援事業とはどのようなものか、物品を提供すること以外に支援の

方法があるのかについての知識がなかったため、それらを知り、より深く国際関係を見て行

ける良い機会となった。 

 

評価 

現在南スーダンは日本人が入ることができず、そのような場合にはナイロビの事務所か

ら遠隔で現地調整員とやり取り行うなどの手段で支援事業を推し進めているのだという。

現地に行き直接活動支援する事が最も効率はいいが、現地に行けないからといって支援が

出来ないわけではなく、現地調整員とのナイロビ事務所で入念なミーティングをすること

で現地に行けなくても遠隔的ながらも支援活動を行うことができていることを知った。ま

た話を聞く前までは支援と言えば炊き出しや住居を提供するというような物的支援しか支

援方法として知らなかったが、物的支援よりも現地の人にノウハウを教え、彼ら自身だけで

暮らしていけるようにする支援こそが途上国地域に必要な支援だということを各実行委員

が学ぶことができた。   
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Peace Winds Japan にて竹中奈津子様と記念撮影 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/12 ) 
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  国際赤十字ナイロビ支部訪問 

9 月 12 日 

目的 

国際協力を考える際に、実際に広く活動している団体の方から話を聴くことは非常に重

要で、意義深いものである。公衆衛生という医療のなかでも多くの側面と関わる分野を担当

している IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies、日本名:

国際赤十字新月社連盟) にケニアでの公衆衛生の現状や文化的背景の違いがどのような影

響を及ぼしているのかについて学ぶためお話を伺った。  

 

概要 

IFRCで働いている日本人職員の石橋奈緒子様にケニアにおける支援や先進国と途上国に

おける医療の現状や感染症拡大を食い止めるために必要なこと、日本人とケニア人の衛生

観念の違いなどの両国の共通点や異なる点についてお話を伺うことで、途上国で医療が発

達しづらい原因の一つを知るとともに、市民レベルで自分達にできることはあるのかを考

える契機とした。  

 

評価 

そもそもの日本とケニアの衛生観念の違いや、地域文化によって非衛生的な文化が根付

いており、相手方の文化的風習（非衛生的な）と現実的な問題での衛生保持との漸次的な意

識改革をすることの難しさを知った。相手の文化を傷つけての衛生観念の教化を相手方は

当然ながら受け入れる事はない。相手文化を尊重しつつもこちらの知っている衛生知識を

理解してもらうという事がどれだけ難しいかを実行委員一同学んだ。私たち日本人が当た

り前に行っていることが当然ながら向こうでは違うといったことが多く、日本がどれだけ

衛生観念の高い国かを図らずも知ることができたと共に、ケニアでの社会レベルの感染症

拡大防止策を学ぶことができ、日本と同程度の衛生観念を国民全体が持つことは大変時間

のかかる取り組みになりそうだと思った。しかし、JKSC のようにケニアと交流する団体が

増加し交流を深めることでその道のりも幾ばくか短くなるのではないかと考えられ、両国

の交流の重要さを改めて認識する良い機会となった。
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IFRC 職員の石橋奈緒子様と ( Nairobi, Kenya, 2016/9/12 ) 
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キベラスラム視察 

9 月 13 日 

目的 

アフリカ最大と言われるキベラスラムはナイロビケニアに位置する。このキベラスラム

訪問を通して普段の生活では知ることのできないケニアが抱える貧困の実態とそこで行な

われている教育現場に足を運ぶこと、また貧困問題に対する考えを深め、これからの社会を

担っていく私たち若者が、この問題と真剣に向き合っていかなければならないということ

を改めて認識することが今回の訪問の目的である。 

 

概要 

キベラスラムの歴史的背景や現在の市民の生活状況に関する説明を受けながら、危険で

あると判断されたため車内から現地の様子を観察した。スラムの中心に位置する小学校で

ペン配布のボランティア活動をすることが主眼である。弊団体 OB である David Herbling 氏

がケニアでの教育問題解決を目的として創設したボランティア団体の活動に参加させても

らう形となった。学校長から通っている児童数の時代を追った変遷、現在の生徒の生活と学

習状況に対する説明を受け、日本から持ってきた総計 650 本のボールペンを通学している

児童に配布した。スラムで暮らす小学生は肌の色が違う外国人を見る機会がほとんどない

ため、実行委員に大変な興味をもってくれた。実行委員が移動するたびに周りを何重にも取

り囲んでくれ、歓迎してくれた。ペンを受け取る小学生の笑顔もとても印象に残るものであ

った。小学校訪問後は、昼食をスラム内の飲食店で取り、現地スタッフとコミュニケーショ

ンを取るとともにスラムの現状に関してレクチャーを受けた。  

 

評価 

短い滞在になってしまったが、日本人学生にとっては、中々知りえないアフリカ、ケニア

の貧困の状況を目の当たりにし、驚きの連続となった。実行委員皆にとってこれほどまでに

貧困を身近に感じる体験は初めてのものであり、自らの生活がいかに恵まれているかを認

識し生活を見つめ直すきっかけとなった。アフリカの貧困問題は教科書や新聞を通して頻

繁に向き合うトピックではあるが、それらはアジアの東に位置する私たちには”ほど遠い”問

題であるように感じられてしまうというのも否定できない事実である。今回の訪問が、存在

を認知しているが取り組む機会の少ない、貧困という問題に向き合い、対策を考えアクショ

ンをおこすにあたって大きな一歩になったと確信している。
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小学校にてペンを配布する実行委員 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/13 ) 

 

 

 

 

キベラスラムの様子 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/13 ) 
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JICA 訪問 

9 月 13 日 

目的 

本年度は TICAD が初めてアフリカケニアで開催されたこともあり、国際協力への注目が集まっ

ている。この度訪問した独立行政法人国際協力機構 (Japan International Cooperation Agency 

以下 JICA) は、日本の政府開発援助 (ODA) を一元的に行う実施機関として、開発途上国への

国際協力を行っている。現在 JICA がどのような事業をケニアで行っているか、担っている役割と

共に理解することが今回の訪問目的であった。 

 

概要 

当日は、JICA ケニア支部次長の野田光地様を中心に、保険医療、運輸交通、資源エネルギー

の事業領域に関する話を伺った。特に運輸交通に関して、開発途上国では、道路、鉄道、港湾、

空港などの運輸交通インフラの整備が遅れているために経済発展が進まず、貧困の大きな要因

となっている。そのため、公的資金と共に民間資本を入れてインフラの持続的開発を行っていると

いうことだった。具体的には東アフリカの玄関口としての物流の円滑化（モンバサ港～北部回廊等）

の事例があげられていた。また、リスク管理としてソマリア安定及び同国沖の海賊対策における

役割強化も重要な課題で注力している。他にも民間とのケニア政府の投資環境整備をハード・ソ

フトの両面から支援しているとのことだった。  

 

評価 

行っている事業領域全てにおいてケニアに住んでいる人々にとって重要なものであり、

実際に働いている方々がそれを認識しつつ情熱を持って働かれている姿が印象的であった。

インフラ、保険医療、エネルギーに関して現状と課題ともに理解できたと考える。  
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JICA 職員の方の話を伺う実行委員 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/13 ) 

 

 

 

 

 

JICA 職員の方と記念撮影 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/13 ) 
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シンポジウム 

9 月 14 日 

目的 

JKSCの活動内容をケニアの学生や社会人、大使館職員に向けて報告を行う。本会議の成果

を社会に示し、JKSC という団体とその活動意義を広く認知してもらう。 大使館の広報文化センタ

ーを使わせていただくことで、団体の価値を内外にアピールし、多くの集客を図る。 

 

概要 

 在ケニア日本大使館広報文化センター所長の中村泰徳様より開会の挨拶を頂き、シンポ

ジウムがスタートした。今回の渡航について簡潔に触れたのち、地域特性・国際協力・教

育の 3 つの分科会テーマについて議論の成果をプレゼンテーション形式で発信した。訪問

先の JICA・Peace Winds Japan について詳細を報告するなど今回の活動内容を説明し

た。その後質疑応答に移り、閉会後はケニア学生との交流の場をもった。  

 

評価 

 大使館と連携して聴衆を集めることができた。大使館職員の方々のご協力もあり、平日

昼間ながら約 30 名の来場者を集めることができた。その大半が今回訪問した大学で出会

った学生であった。分科会の発表時にも皆真剣に耳を傾けており、互いにテーマについて

考える機会を得た。また、プレゼンテーション後に一人ひとりと話す時間を設け、それぞ

れに弊団体のことをアピールできたはずである。シンポジウムに出席する学生の日本に対

する興味は大変なものであり、全ての質問にきちんと回答するのに苦労する場面すらあっ

た。お互いに真剣に向き合うことで充実した時間を過ごし、達成感をおぼえることが出来

た。  
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シンポジウムの様子 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/14 ) 
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シンポジウム閉会後、中村泰徳所長を囲んで記念撮影 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/14 ) 
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第 3章  

分科会報告 
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今回、日本ケニア学生会議はケニアのナイロビおよびナクルの各大学において分科会を行っ

た。分科会とは本会議の中核をなす部分であり、両国の学生がお互いの意見を交換し、それぞれ

が抱えている諸問題や差異について理解を深める場である。学生である我々には専門知識も乏

しく、その分野のスペシャリストが行うような洗練した議論をすることは出来ない。しかし一方

で、社会的しがらみのない学生にしか出来ない自由闊達な議論が行えたと自負している。インタ

ーネットが高度に発達し情報が容易に手に入る時代において、両国の若者が顔をつき合わせ真

剣に議論することが相互理解を深める上で真に重要であると考えている。 

本年度は「地域特性」、「国際協力」、「教育」の三本柱で議論を進めた。 

「地域特性」は両国の地理的差異や都市部地方部のあり方の違いに着目し、それらに付随する

問題を扱うことを主眼としている。その中で特に注目したのがスラムである。ケニアの首都ナイ

ロビは現在経済発展が著しいものの、そのすぐ背後にはキベラスラムという世界最大級のスラ

ム街が存在する。実行委員も実際に訪れ、その貧困を目の当たりにした。視察や議論を通じて貧

困問題への理解を深め、解決に向けての提言を行った。 

「国際協力」は、私たちが渡航する直前に開催された TICADⅥに合わせる形でトピックに選

ばれた。TICAD がケニアにもたらしたインパクトは肌で感じられ、街中で TICAD に関する掲

示を目にした。ケニア学生の TICAD への関心度合いも高く、スムーズに両国の協力関係のあり

方に対して話を進められたように思う。TICAD のみならず、訪問させていただいた PWJ、JICA、

国際赤十字で学んだことを踏まえて意見の交換を行った。 

「教育」は、大学生にとって非常に身近な話題であり、多いに議論が盛り上がった。ケニアで

は、教育の重要性が急速に普及する一方で、卒業後の受け皿がないという矛盾が大きな問題にな

っているということが分かった。教育を教育という枠組みの中で考えるのではなく、社会という

枠組みにおいて教育というものの立ち位置、そしてその意義を改めて捉え直すことが分科会を

通して感じられた。 

次のページからそれぞれのトピックを文章にした。その内容は、事前に調べて得た知識や、ケ

ニアでの議論、視察の過程で学んだ体験である。 

最後に分科会の開催場所や日時、参加人数についてまとめる。詳細は以下の通りである。 

 

開催場所 開催日 参加人数 (実行委員を除く) 

ナイロビ大学 9 月 6 日 14 名 

ケニヤッタ大学 9 月 7 日 16 名 

ストラスモア大学 9 月 7 日 2 名 

エガトン大学 9 月 9 日 20 名 
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地域特性                  担当者 蔵本涼太 木内慧 

 

Ⅰはじめに  

 アジアの東方に位置する島国の日本、アフリカ大陸の一角をなし赤道直下の国ケニア。両者に

は当然ながら地理的差異がある。一方で地理面以外の文化的背景による差異も多く存在する。

以下では両国における民族と自然環境にふれ、それに伴う観光や地域間格差を考える。また、そ

れらがもたらす負の側面として貧困問題を扱う。  

  

Ⅱ民族  

 日本は政府によると 2 つの民族で構成されている。大多数を占める大和民族と北海道・千島の

少数民族であるアイヌである。他にも琉球民族などが存在するが、それらは今なお民族問題とし

て残っており未解決である。ただしここで重要なのは日本人のほとんどが同一の民族であり、同

一の、あるいは似通った文化、言語を共有しているということである。  

 ケニアではありさまが全く異なる。民族の数は数え方によって差異があるものの、おおよそ 40か

ら 70 もの民族があるといわれている。彼らはそれぞれ特徴をもつ。例えば人口最大のキクユ族

はバントゥー語族に属し、農耕中心の生活を送るが、日本でも有名なマサイ族はナイル語族に属

し、伝統的に家畜の遊牧で生計を立てている。民族が違えば言語、文化、宗教が異なり、それら

の集合としてケニアという国が存在しているのである。現在では都市部を中心に民族の偏在性が

薄れつつあるように見える。例えば首都ナイロビには多くの民族が集まり、英語という共有語で会

話がなされ民族内外で様々な交流が見られる。しかしながら、同時に彼らは各々の言語、文化そ

の他様々な民族的背景を維持しているのであり、民族への意識が希薄になっているとはいえない

だろう。  

  

Ⅲ自然環境と観光  

 ケニアは自然環境に恵まれている。アフリカで一番高いことで有名なキリマンジャロ山は、タンザ

ニアとの国境付近にある。ケニア南西部にあるマサイマラ国立公園では、マサイマラ保護区からタ

ンザニアのセレンゲティ国立公園までの一帯をシマウマなどの野生動物が群れで移動する様子

が観察できる。ケニア中央に位置するナクル湖はフラミンゴの巨大な群れが見られることで有名

である。そこでは 450種類を超える野鳥を観察することもでき、多くの観光客を集めている。これら

国立公園はケニア観光の目玉である。当然ながら自然以外のスポットもある。代表的な例としてラ

ム島を取り上げる。かつては奴隷貿易の中心地であり、アラビア交易ルート上に位置したことから

住民のほとんどがイスラム教徒であり、アラビア文化との融合から生まれたスワヒリ文化が色濃く

残っている。スワヒリ建造物が高く評価され世界遺産にも登録されている。  これら自然環境を活

かした観光産業が外貨獲得にあたって重要な役割を果たしている。 
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 日本にも豊かな自然があり、四季による移ろいは多くの人を魅了するが、日本における観光は

ケニアほど地理的側面に依存していない。外国人に人気な日本の観光スポットの上位が一位か

ら順に伏見稲荷大社（京都府）、広島平和記念資料館（広島県）、厳島神社（広島県）、東大寺（奈

良県）、禅林寺 永観堂（京都府）（トリップアドバイザー「外国人に人気の日本の観光スポットラン

キング 2015」より）となっている。歴史面、文化面が強く外国人観光客を惹きつけているという点

が特徴である。また近年、若者を中心に日本のアニメ、マンガが注目されていることも特筆に値す

る。  

  

Ⅳ都市と地方の比較とそれに付随する問題  

 ケニアの学生と議論した中で印象的だったのは、大学を卒業した後の就職先を見つけることが

大変困難であると皆が口を揃えていたことだった。ケニアは経済成長期のさなかにあり、産業が

成熟しておらず高度人材を受け入れる十分なキャパシティがない一方で、高等教育を受けた学生

は増加している。そのギャップが就職の幅を大きく制限しているとのことだった。特に地方部では

その傾向が顕著である。地方部では農業、遊牧などの第一次産業が主だからだ。従って、若者を

中心とする労働力はナイロビなどの都市部へ職を求めて流出している。この傾向は日本と比べも

のにならないほど大きな流れである。  

 しかしながらケニアにはインフラの整備が十分でないという問題がある。インフラには電気、水の

確保、道路などの交通網の整備、教育医療制度の確立などを含む。ナイロビに目を向けても、停

電はたびたび見られる現象であるし、道路は未舗装といった現状である。インフラの未発達は都

市部への人口流入と合わさって大きな問題へと発展している。都市部の人口が増加し続ける一方

で、新たな流入者を受け入れるキャパシティがない。その当然の帰結として、都市部には貧困で

苦しむ人々、住む家がない人々が増え続けている。  

 その代表的な例としてキベラスラムを取り上げる。キベラスラムはナイロビ中心部にほど近い場

所に位置し、スラム街としては世界最大級の大きさである。政府ですらその正確な人口は把握で

きていないが、およそ 100 万人とも言われている。キベラスラムが誕生したのはケニア独立直後

であるが、近年地方からの流入が増えている。政府はより大きな経済発展を求めてキベラスラム

を 2030 年までになくそうという計画を発表しているが、実現は大変困難であると言わざるを得な

い。  

 同様な状況は日本でも見られる。大阪の西成地区である。JKSC としては昨年同地区を訪問し、

ボランティア活動をする機会があった。その際日本におけるスラムの現状というものを目の当たり

にした。その住民は高度経済成長期に労働力として貢献したものの、不景気になるや職を失って

しまった人が中心である。両国ともに、経済発展のすぐそばでスラムというその弊害も抱えている。

これが現状である。  
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Ⅴ貧困解決に向けて  

 ではケニアのスラム街を中心とした貧困問題を根本から変えていくために必要となることは何だ

ろうか。まずはインフラ整備であろう。インフラの未発達がキベラスラム拡大の一因であることは既

に述べたとおりである。日本政府はこのことを認識している。外務省の対ケニア援助方針を見て

みると、重点分野の一つに経済インフラ整備が掲げられており、「広域インフラ整備は投資の促進

のためにも急務の課題であり、ソフト・ハード一体となった支援を実施する。具体的には、東アフリ

カ地域全体の発展を念頭に、国際回廊の形成、交通・エネルギー・都市インフラの適切な計画、

整備、改良及び維持管理を支援する。エネルギーについては、特に、地熱発電といった気候変動

対策としても有効なインフラ整備に力を入れる。」1とある。人口を十分に受け入れるだけのキャパ

シティを確保することが先決である。  

それに続いて雇用の確保が重要となる。ケニアの大学生によると、高等教育を受けた高度人

材が増加しているものの、企業側に高度人材を受け入れる体制が出来ておらず、彼らの才能を

活かしきれていない、場合によっては就職することすらままならない状況とのことだった。これら雇

用問題に早急な解決の糸口を見つけることは困難である。政府主導で雇用の窓口を拡大するの

は現実的ではなく、経済発展を続け、企業が高度人材の必要性を実感するのを待つのがその一

番の解決策であるからである。時間はかかるかもしれないが、それこそが根本的解決に向け肝要

である。  

 

                                                   
1 「日本国外務省ホームページ、対ケニア共和国 国別援助方針、平成 24年 4月発行」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/houshin/pdfs/kenya-1.pdf 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/houshin/pdfs/kenya-1.pdf
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国際協力             担当者 松島慎 ナギーブモスタファ 

 

Ⅰ日本学生とケニア学生にとっての両国の印象  

議論の目的  

互いに国に抱いているやイメージを共有することで国際協力を考える上でのきっかけを作り、そ

の後の議論をより深いものとするため。  

  

ケニア学生の抱く日本の印象  

・豊富な技術力  

・洗練された都市  

・アニメなど独特の文化  

  

日本学生の抱くケニアの印象  

・豊富な自然  

・第一次産業の発達  

・町に潜む危険  

  

考察  

ケニアの学生が最初に挙げたものはやはり技術力であった。資源に乏しい日本が発展すること

に大きく関わってきた技術力は目を見張るものがあり、学ぶことが多いとのことだった。実際我々

がケニアで見た車はほとんどが日本車であり、日本車のシェア率は 90％に上るという。日本学生

の意見で注目すべきは第一次産業の発達についてである。ケニアの産業構造は第一次産業、第

三次産業に偏っており、第二次産業の比率が著しく低い。日本の技術提供とケニアの人材でこの

問題に取り組むことで、産業構造の問題と雇用の問題両方にアプローチできるのではないかと考

えられる。  

  

  

 

 

 

ⅡTICADⅥについて  

私たちが日本を訪問する直前にケニアでアフリカ初のアフリカ開発会議（通称 TICADⅥ）が催

された。日本とケニア両国における”草の根”の交流を目的とする当団体においてもホットな話題で

あったため学生たちとのディスカッションのテーマの 1つとして取り上げた。  
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①TICADⅥの概要  

・TICAD とは Tokyo International Conference on African Developmentの略称で第 1回か

ら第 5回までは東京開催であり、第 6回となるTICADⅥで初めてケニアのナイロビ市で開催され

た。  

・アフリカの国々54 カ国、国際機関や地域機関の代表や民間セクターや NGO などの市民社会

の代表など 11,000人以上が参加。  

  

②ナイロビ宣言  

今回の TICADⅥで採択されたものであり 3つの柱（3Pillars）をメインに構成されている。  

・Pillar1: 経済の多角化・産業化を通じた経済構造改革の促進  

・Pillar2: 質の高い生活のための強靱な保健システム促進  

・Pillar3: 繁栄の共有のための社会安定化促進  

  

以上のことを踏まえて、ケニアの大学生とケニアに何が必要か、また学生のために必要なもの

は何かについてディスカッションを行った。  

  

学生たちの意見  

1.Educational aid  

端的に言えば奨学金制度の拡充である。ケニアにおいて経済的理由により大学を退学してしま

う学生や学習の機会が得られない学生が少ないため、そういった制度の拡充がもっとも必要とさ

れている。  

2.Medical aid  

ケニアには市民の数に対して十分な数の病院がない。また医療設備も十分に供給されていな

い。そのためケニアの人々は先進医療を受けることを諦める傾向にある。日本政府には病院建設

のための資金援助と先進医療に必要な設備やそれを使用できるよう医療従事者の訓練をしてほ

しい。  

3.Research support  

ケニアにおける学生の研究では、あまりに低予算であるため十分に効率的でないことが問題と

なっている。だからケニア政府は学生の研究がより効率的に進むように多くの予算を組むべきだ。

例えばケニアは農産資源が豊富にあり、日本は農業に関するノウハウを持っている。農業研究の

面で言えば、日本がそういったノウハウを持った人の人材派遣を行うことでより研究の効率化が

進むだろう。  
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ⅢPeace Winds Japan訪問  

訪問の目的  

NPO法人である Peace Winds Japan (以下 PWJ) は世界中で支援活動を行っており、ケニ

アでも難民キャンプ支援の活動を行っている。PWJの方々がどのようにケニアで暮らし、どのよう

に支援活動を行っているのかを知り国際協力の１つの形を学ぶためお話を伺った。  

  

訪問して学んだこと  

PWJは現在、カクマ地区とダダーブ地区において南スーダンから来る難民のために、難民キャ

ンプで彼らの家を作っている。ただし、ただ家を建ててプレゼントするのではなく、建て方を教え、

彼ら自身に建ててもらっている。これはとても大切なことだと思う。支援と言われるとただ提供する

だけのイメージがあるが彼らの現状においてそのような物的支援はあまり効果的でないのだ。な

ぜならその場合、支援団体（例えば PWJなど）が撤退した場合に彼らは自分たちで家の建て方

などが分からずそこからの発展はなく、待っているのは衰退だけだからだ。物的支援をするにもそ

のものの仕組みやノウハウを伝えていくことが後につながる「支援」なのだと思った。  

  

ⅣJICA訪問  

訪問の目的  

PWJ とは対称に、政府レベルでの日本ケニア間の支援の現状とケニアに何が必要かを知るた

めに訪問した。  

  

訪問して学んだこと  

JICAはケニアにおける道路整備や下水道の整備などのインフラ整備も支援の１つとして行っ

ているがそこでも PWJでも教えていただいた共通点があった。それは「ノウハウを持った指導者

指導」である。JICA もケニア人自身でできることを増やしていくことに重きを置いており、訪問した

際にそれをもっとも強調していた。  

  

  

Ⅴ国際赤十字・赤新月社連盟訪問  

訪問の目的  

国際協力を考える際に、実際に広く活動している団体の方から話を聴くことは非常に重要で、

意義深いものであるため。公衆衛生という医療のなかでも多くの側面と関わる分野を担当してい

る赤十字にお話を伺った。  

  

訪問して学んだこと  

大きく分けて 3 点である。第一に、国際協力を行う上でのポイントは人々の意識改革を行うこと

であるということだ。公衆衛生の観点からいうと、どれだけ感染拡大を食い止めるための努力をし
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ても、当人等の衛生管理に対する理解と実践が無ければ根本的に解決はできない。援助を受け

る人たちの衛生上の意識からかえる必要があるとのことである。第二に、提供者は受益者のニー

ズを的確に把握しなければならない。このことは国際協力の課題を挙げる際に大前提として出て

くる話であるが、未だ課題解決からは程遠いようであった。最後に、より実践的な情報こそ活動を

より広範に、また深くしてくれるということだ。第二点と似ているが、現地の人々や現地で活動して

いる人々の必要としているものを開発、提供しなければ、遠回りすることになってしまうのである。

国際赤十字・赤新月社連盟は以上のことに非常に気を遣っている印象を受けた。  

  

  

理想的な国際協力とは  

理想的な国際協力を展開するために重要なこととは、ただ単に資金の援助や建築の支援では

ない。援助対象の国が自国の力でその後発展していけるように、持続可能で、かつ受益者の生活

に根差した支援をすることが大切である。 

 

 

 

街中で度々見られた TICAD の案内 ( Nairobi, Kenya, 2016/9/13 ) 



46 

 

教育                     担当者 李徳洋 周静芳 

 

Ⅰ基本的な教育システムの比較 

ケニアの学制は 8-4-4 制といって、Primary education (初等教育) が 8 年、Secondary 

education (中等教育) が 4 年、University education (高等教育) が 4 年となっている。Primary 

school は 2003 年に無償化された。Secondary school には government funded、harambee 

(教育支援を目的とした基金に支えられている学校のこと)、private の三種類あり、harambee

は一部自費、private は全学自費となっている。government funded の学校にもさらに国立、

州立、区立の段階に分けられており、成績順に配属される。 

日本では小学校が 6 年、中学校が 3 年、高校が 3 年、大学が 4 年となっている。小中高

ともに国立、公立、私立が存在する。公立は中学までは住んでいる地域によって振り分けら

れている。高校以降、また国立、私立に関しては、高校以前からも、学校ごとの独自の選考

により学生が選抜される。日本では国公立の学費は高校まで無償化されている。 

 

Ⅱカリキュラムの比較 

ケニアでは生徒に対して先生の数が少ない、加えて予算が少ないことも影響して、実験な

ど体験型の学習よりも座学中心である。Primary School から毎年全国テストが行われてお

り、Secondary、University への進学の際もテストのスコアで振り分けられるため、かなり

ペーパーテストの比重が重くなっている。また、3 歳から英語教育がなされるため、国民の

英語レベルは高い。日本の中学 2 年にあたる Primary の最終学年の段階で英語の文章が読

めない生徒は 4％という調査があった。 

一方で、日本では 80 年代からはじまった「ゆとり教育」の影響もあり体験型の学習が充

実している。日本の公立の小学校では地域の飲食店で労働を体験する、地元で働いている人

に取材をするなど、知識を与える教育以外にも全人的な教育のも重点が置かれている。一方

で、ゆとり教育は近年では学力低下をもたらしたとして見直され始めている。また、都市部

を中心に独自のカリキュラムを維持する私立校の人気が高まる、塾の人気が高まるなど、経

済格差が学歴格差につながりやすくなる負の側面も指摘されている。 

 

Ⅲ大学進学 

ケニアでは、近年大学が続々と新設されており、2013年の段階で 48校 (公立:22、私立:26）

存在する。ナイロビ大をはじめケニアの有力な大学には、東アフリカ全域から留学生がやっ

てくる。大学進学では日本のセンター試験にあたる、Kenya Certificate of Secondary 

Education（KCSE）の結果に基づいて判断される。ケニアでは政府の予算による学費減額も

行われており、KCSE の結果に基づいて進学可能な学部、学費減額の有無が決まる。進学に

あたって良い成績が要求されるのは医学部、法学部などである。学費減額の対象になるには
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KCSE においてスコア B 以上を取らなければならないが、これは全受験者数の上位 20％に

相当し、広く門戸が開かれているとは言い難い。 

日本では大学は 781 校 (国立：86 公立：92 私立：603) あり、人口の違い (日本はケニ

アの 3 倍弱) と、10-20 代の割合も考えると、学生に対して大学の数がかなり多くなってい

る。学費援助は貸与を含めれば、成績よりも家計状況に応じてより柔軟に行われている。た

とえば独立行政法人の利子付き奨学金の貸与における成績基準は「属している学校におけ

る成績が平均水準以上と認められるもの」ということにされている。 

 

Ⅳ大学教育  

学部間格差について  

多くを共通して持ってはいるものの、認識の違いで顕著だったことの一つとして、ケニア

における学生が持っている各学部に対するイメージが挙げられる。  

かつて、日本の大学では法学部と医学部が二大人気学部であった。現在はというと、医学

部人気は依存として存在する。アベノミクス以降、景気が上向いてきてはいるが、地方経済

の立ち直りに関しては依然厳しい状況の中、唯一医師のみが経済的安定と社会的地位を確

立していることが背景だろう。一方の法学部はというと弁護士が溢れているという背景か

ら、法学部人気は低下の真っ只中である。更には法学部の人気が景気に左右されやすく近年

の日本の景気が先に述べたように全体としては下降傾向にあることも一因だ。ここで注意

したいことは法学部医学部以外、例えば教養などの明確な専門を持たないような学部であ

っても、志望する学生は多く存在しており、彼らの能力が低い為にそのような学部に入った

とは考えられることは殆んどないということだ。  

さて日本での現状を要約したので、ケニアにおける学生の学部への認識と日本のそれと

の違いについてまとめてみる。まず、ケニアでは従来の日本と共通して、法学部と医学部が

圧倒的人気を誇っている。向こうであった一人の OBOG の言葉を借りれば、「女性からの人

気を得たたければ、医学部か法学部に進むことを勧める」と言われる程、ケニアでは医学部

と法学部の人気が非常に高い。それはまた競争が激しいことを意味し、この二学部に入るの

は至難の技だ。この背景としてはケニアでは安定した労働市場が少なく、あるとすれば公務

員、政府機関である。その他発展途上国では医師の数が圧倒的に不足している為に医師の需

要が高いことが医師の人気に繋がっているのだろう。そして日本とは異なり、教養学部は手

に職つけられないと見なされがちで、学生からの人気は非常に低い。  

  

就職活動  

次に、学生最大の関心事である就職活動の取り組み方をケニアと日本で比較してみたい。

この違いは、日本での就職活動を経験したものとして興味深かった。日本での就職活動の前

提としては、職務経験がないのは当たり前であり、企業も学生に強く実地での経験を求めて

はいない。勿論、理系就職をする際には、配属先部門で行なわれている業務に関する知識を



48 

 

求められる。しかしながら、外資系を始め多くの日経企業までもが、学生が大学時代に積ん

でこなかった職務経験ではなく、企業に馴染むか、入社後に伸び代はあるかといった、ポテ

ンシャルに着目して学生を選考していると考える。  

一方のケニアはどうなっているのだろうかというと、就職活動時点で、職務経験が求めら

れる。現地であった学生の一人で、コンピューター科学専攻の学生と話をする機会があった。

その際に聞いたこととして、プログラマーとして働く前に、プログラマーとしてすでに働い

た経験が求められるとのことだった。これは他の職業を探す際にも同じであり、ある職を得

るために、その職の経験が求められるのだ。最初のきっかけさえも見つけることが難しいの

だから、職を探すのは非常に難しいという現状がある。この問題、つまり安定した労働力の

供給を確保するためにはどのような手があるだろうか。  

  

ケニアでの大学教育の今後の展望  

先に述べたように雇用安定化、また安定した雇用の供給は大学生が自分の好みで学部選

択をすることができる日を近づけるということにも繋がるため考えなければいけない問題

だ。日本ほど労働市場が発展していないケニアにおいて、安定した雇用を創出するためには

何が必要なのであろうか。我々が今回のシンポジウムで考えたことを、短期と長期という視

点でまとめて教育に関する分科会の締め括りとして記したい。まず、短期に関してだが、こ

れは 2-3 年のスパンを仮定しよう。このスパンでは民間の力が行きてくるだろう。例えば資

本を必要としない IT を基盤とするベンチャーを立ち上げることなどが考えられる。アフリ

カでは決済ビジネス、携帯事業が進んでおり、人口増加に伴う市場の増加と、事業を営む中

で得たデータの解析と利用という観点では多くの可能性が残っている。この分野で会社を

立ち上げ、雇用を創出することができるだろう。しかし、民間の力だけでは、企業、業界毎

に浮き沈みが存在するため、長期的に安定した雇用を創ることが難しい。ここで、公の出番

であろう。現在の大学教育は労働市場と合わせて考えると、現状の要求にフィットしている

とは言いにくい。実践的な授業が欠け、インターンシップを大学が提供することもない。例

えばではあるが、政府が積極的にカリキュラムの改変や、機会を提供すれば需要と供給のミ

スマッチを防ぐことに繋がるだろう。更に、製造業に力を入れることが考えられる。製造業

を営むには、多くの労働力が必要であり、アフリカという未発達の市場では多くの需要が見

込まれることも鑑みるに、行き場のない労働力を守る役割を果たすだろう。 
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第 4章  

手記 
 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員が本会議を通じて感じたこと、考えたことを手記という形でまとめた。また、ケニ

アの大学生を代表して 3 名の文章を載せている。最後に本会議期間中生活を共にした弊団

体 OBの手記を付す。 
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実行委員長 

北海道大学二年 松島慎 

 

時の流れは早いもので、昨期実行委員長の張に JKSCの誘いを受けて一年が経過し、私が実

行委員長となった 17 期も終わりを迎えようとしている。正直なところ渡航前は無事成功するのか

どうか不安で仕方がなかった。創設者の後藤千枝さんには「最後には何とかなる国だから大丈夫」

との言葉を度々いただいていたが、内心本当かどうか疑っていた部分があった。だが、本会議を

終えて振り返ってみると、実際に何とかなっていた。暦の関係で突然の休日ができて訪問先から

日程変更の依頼を受けたときも、予定を最大限詰め込むことで時間を作ることができた。結果、実

行委員には非常にハードなスケジュールをこなしてもらうこととなったが、不平不満を漏らすことな

く手を貸してくれた。このようなハプニングが起きても対応することができた第 17 期のチームワー

クに感動するとともに、各実行委員一人ひとりにリスペクトの意を示したい。  

 さて、私がこの活動の中で非常に印象に残っているものは、赤十字訪問である。ケニアのOBの

方の勤務先に訪問させていただいた。私自身が医学を学んでいる身であるので、アフリカの貧困

層への医療支援がどのように展開されているのか興味があった。活動内容の説明をしていただい

た石橋さんのお話を聴くなかで、発展途上国の医療をうまく展開するために必要なことは何よりも

まず教育であると思った。石橋さんのお話の中にもあったが、食事の前、トイレの後には手を洗う

ことなど、日本では当たり前となっていることが徹底されていないがために感染を広げてしまうケ

ースが非常に多いようだ。未だ耳に新しいエボラ出血熱の爆発的な感染も、不衛生であることが

主要因として挙げられるらしい。遥か彼方のように思えるアフリカ大陸でエボラのような一種衝撃

的な病気が紙面に現れると、どうしてもワクチン開発に目が行ってしまいがちであるが、しっかりと

現地の人に寄り添って、教育的、文化的背景も考慮にいれるほど原因を探求している姿には感嘆

の思いであった。  

 赤十字の活動が非常によいモデルとなるが、真に現地の人に届く国際協力とは現地の人とふれ

あってみなければ達成しえないのではないだろうか。そうすると、我々の活動は非常に意義深いも

のであると自信が持てる。しかし、我々の成果を日本中に広く認知してもらうための方策などは今

後の課題となろう。最も効果的な方策を今後も模索していこうと思う。  

 私の JKSC における活動は委員長を務めた今期で終わってしまうものの、これからの日本とケ

ニアの友好ならびに今後のますますの JKSCの発展に貢献できればと考えている。昨年、今年と

2年間支えてくださった OBOGの皆様、助成団体の方々、両国委員、本当にどうもありがとうござ

いました 。 
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副実行委員長 

東京大学四年 李徳洋 

 

 今回のケニア渡航はこの夏で最も刺激に溢れた渡航となった。大学生活 4 年間を通してもこれ

程までに新たな発見と経験をもたらしてくれた海外渡航はなかったのではないだろうか。まずは、

このような素敵な体験をもたらしてくれた日本側の支援団体の皆様、OBOG の皆様に心から感謝

したい。また、私はこの団体に渡航およそ３ヶ月前という時間的に非常にタイトなタイミングで入っ

たが、それにも関わらず暖かく迎え入れてくれた委員長やその他の実行委員に対してもこの場を

借りて感謝を伝えたいと思う。  

さて、ケニアでの経験が刺激的だったのには主に二つ理由がある。同じ世代が抱えている異な

る問題に対して真剣に向き合うことができたこと、また同時に自らの生活を客観的に見つめ直す

気ことができたからだ。  

今回の本会議の分科会では教育のセクションを担当した。私は今年度就職活動を終えたことも

あり、現地の大学生が卒業後どのような進路を描いているか興味を持ったし、将来のビジョンに対

する意見交換をする機会が多かった。非常に印象的であったのは、彼等も私達と同じように大き

な夢、野望を持っているにも関わらず、それを実現する機会が圧倒的に少ない事だ。先の分科会

の報告箇所でも触れたが、例えばプログラマーになるには、その前に何年かの職務経験が必要

になる。しかも、それがいわゆる日本の新卒に当たる時期に、である。一体どこでこのような機会

を得れば良いのだろうか。大学訪問の合間に彼等の生の声、心からの叫びを聞く事ができたのは

大変貴重な体験となった。この叫びを聞き、状況を打破する提案はないだろうかと必死に考えた。

私が個人としてできることはないだろうか。個人でできなくても、チーム、組織を組めば解決できる

ことはないだろうか。これらの問いを自分に対して現地滞在中問い続けたし、今も問うている。正

直、一昼夜で変わることではないが、何かしたい。同じ様に学び、志を持った人に対して自分がで

きることをしたい、そう強く思わされた。  

他にも、日本と違って深く自然の中に身を置く時間であったり、行く先々で出会うことのできた大

学生、社会人、はたまた小学生、中学生、高校生の生き様を見て、自分が持っている価値観、そ

れは例えば時間に関するものであったり、成功に関するものであるのだが、それらが全てではな

いということに改めて気付かされた。うまく表現できないのだが、いつも何かに向かって努力するこ

とを善としてがむしゃらに生きてきた自分の人生に豊かさが加わったのではないか、と考えてい

る。  

日本とケニア、両国は互いに地理的に、文化的に離れているかもしれないが、互いに協力する

ことで大きな恩恵を両者にもたらす事ができる。JKSC がこのコンテクストの中でケニアと日本の

架け橋として活動できていることを大変誇りに思うし、来年度以降も何らかの形で活動に貢献でき

ればと考えている。最後に改めて、今年度支えてくださった支援団体の皆様と OBOG の皆様、本

当にありがとうございました。 
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財務局 

東京大学四年 蔵本涼太 

 

初めてのアフリカ訪問を充実したものとすることが出来た。昨年の本会議にてケニア側メンバー

と交流してからというもの常に頭の片隅にあったケニアを実際に肌で感じることが出来、達成感を

おぼえている。観光的側面においては、ナイロビやナクルの国立公園で期待にたがわず数多くの

動物を眺めることが出来た。また計 4 大学を訪問し、ケニアの大学生と議論をする機会に恵まれ

た。そこではケニアの実際の姿を垣間見ることが出来た。日本側メンバーがケニアを知る一方で、

ケニア側の学生にとっても日本に関する知識を深める貴重な時間となっており、双方にとって実り

のある時間を過ごせたと確信している。このような機会を得ることは JKSC のメンバーでなければ

困難なことであると思うし、この団体に出会えたことに感謝している。  

同時に今回のケニア渡航は、日本という国において普段当たり前に感じていることを見つめな

おすきっかけにもなった。ケニアは治安が良くないとの話は渡航以前から耳にしていたが、あくま

で知識として蓄えていただけであり、いざその生活を体験してみると多くの衝撃があった。例えば

スーパーマーケットで買い物をするとする。車で行けばテロ対策として警備員が断りなく車のドア

を開け、不審物がないかを確認する。加えて、お店の入り口においても金属探知機でのチェックと

手荷物検査が行われる。ケニア人にとっては当然の行動であるかもしれないが、私にとっては大

きな驚きであった。日本ではこのような警備は当然ながら行われていないし、日本から出たことの

ない人にとっては、このような警備が日常的に実施されている国があるとは想像も付かないだろう。

日本にいて日本の治安について考えることはないが、ケニアにて日本の治安の良さを痛感した。

海外から日本を改めて捉えなおすと普段気づかない多くの発見があり、有意義で貴重な機会とな

った。  

今回のケニア訪問は驚きと発見の連続であったが、時間を経るにつれそれに慣れてくる自分も

いた。前述のスーパーマーケットでの警備に対しても帰国直前には全く違和感をおぼえることはな

かった。非日常を日常に感じるとともに、日常を非日常に受け止める。これこそが海外に目を向け

ることの一つの意義なのであり、その大きな助けとして JKSCが存在するのだと思う。JKSCに今

後参加するメンバーにもその意義を胸に刻んで欲しいし、個人としてもその意味から目を背けるこ

となく日々を過ごしていこうと思う。 
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企画局 

北海道大学二年 ナギーブモスタファ 

 

今回、初めてアフリカ大陸を訪問した。正直に言うと、日本を出発する前は楽しみよりも

不安の方が大きかった。というのも私は今回リスクマネジメント係を任せられケニアとい

う国について本やインターネットで調べれば調べるほど”危険”（治安だけでなく病気や衛生

面についても）という言葉が強調されていくように感じたからである。もっとも信憑性が高

いであろう外務省の安全対策資料にもあの二文字がはっきりと行間から浮かび上がってき

て、ケニアに着く前から緊張していたのを今でもはっきりと思い出すことができる。  

  そしてケニアに着いても気を張ったままだったのだが、OB のデイビッドさん、現地ガイ

ドのオチエンさんの 2 人に迎えられた時、彼らのおかげでその緊張はほぐれた。2 人ともユ

ーモアたっぷりに話してくれたり平和な街中を見せてくれたりしたおかげで、「自分は何を

あんなに不安がっていたのだろう」と思いその考えを改めることにした。  

  そして 2 日目以降様々な施設を訪問したり、大学訪問で現地学生とディスカッションを

したりした。国立公園や動物孤児院では、動物園でしか見られないような動物を見ることが

でき胸が高鳴ったのと同時に日本と生態系が全く異なっていることに関して興味を持っ

た。  

 現地学生との交流では、分科会の内容をディスカッションしたことの他にも日本のマンガ

の話をしたり学生生活の話をして向こうの価値観とこちらの価値観の違いを認識できたり、

学べることも多かった。それに自身の当初の目標でたる「現地学生と積極的に交流する」も

クリアできたと思う。  

  また、今回の渡航の集大成であったシンポジウムも去年とは異なり多くのケニア人学生

の前で行いとても緊張したが無事に成功して本当に良かった。JKSC の理念に共感して 1 人

でも多く日本とケニアの関係を良くしていきたいと思う学生が現れればそれが一番の成功

だと思う。  

  今回の渡航を通して私は、日本におけるアフリカに対するステレオタイプは彼の地の現

状にそぐわないものではないかと思った。私自身、渡航前までは先に述べたように不安でい

っぱいだったがそれもインターネットや本で見る前から自分の中にあったアフリカに対す

る固定観念が印象を肥大させていたのではないかと今となっては考えてしまう。確かにテ

ロや紛争のある地域もある。だがそれに負けずに自国の安全を保持し発展させていこうと

する国や地域もあることを多くの日本人にも知って欲しい。また、私自身としては何かをす

るときに先入観を持って穿った見方をしてするのではなく、まずはフラットな状態で物事

に取り組んでいこうと思った。そうすれば今までもよりもっと物事を楽しめることだろう

と思う。本当に貴重な経験であった、心からそう思う。 
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広報局 

明治大学三年 木内慧 

 

「ケニア」と言われても、サバンナがあるアフリカ系人種の人々が住む国、という漠然とし

たイメージしか持っていなかった私だったが、今回、実際にケニアを訪ねいくつもの刺激的

な体験をする事ができた。 

 そもそも、私はアフリカ大陸に足を踏み入れた事がこれまでなかった。その為、細かな地

域の差異を区別する事など全くできず、ひとくくりに「アフリカ」としての地理的認識しか

なかった。 

 だが、今回の渡航で実際にケニア側の学生と多くの時間を共にし、また、土地の空気や食

に触れ、ケニアという国がとても身近な場所として認識出来るようになった様に感じてい

る。 

 ケニア側学生らと交流して一番感じた事は、皆、将来の生計の立て方に大きな不安を抱い

ているということだった。第一次産業と観光業を中心としたモノカルチャー経済の枠組み

から抜け出す事の出来ていないケニアにおいて、安定して生活を送るだけの職を手にする

事は、４年制大学を卒業しても決して容易な事ではないのだ。そんな中、学生たちが熱い視

線を向けているのが IT 関連産業であった。初期投資が少なく、成功すれば平均以上の収入

を得ることが出来るという点が人気を呼んでいるようだ。 

 グローバリゼーションが進む今日、労働市場が真っ先にフラット化してゆくのは間違い

なく IT 分野においてである。私たち日本に住む学生も将来は、世界中の生活を賭けて仕事

に取り組む人々と競争しなければならない時代がやってくる。物理的距離を越えて、バーチ

ャルに経済活動が進む時代で、実際にその場所を目にし、友人が居て、“におい”がわかる

という感覚は非常に大きな意味を持つ様に感じる。その意味において、今回私は「ケニア」

という多くの日本に住まう者にとってあまり身近ではない国に対して、そのような感覚を

身につける事が出来た事は、大変幸せな経験だったと感じている。 

 最後に、本年度本会議活動に向けて多大な援助を頂いた助成団体と、OBOG の皆様に心

から御礼申し上げます。 
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学術局 

東京大学四年 周静芳 

 

日本で普通に生活していると、アフリカへのイメージはせいぜいサバンナと食べ物もな

い貧困が問題になっているところ、それくらいではなかろうか。この度のケニア渡航は、ケ

ニアを多角的に見る、またとない良い機会になった。ケニアの貧困は印象的だった。スラム

訪問では車の窓を完全に閉じていても異臭が漂う、あの劣悪な環境に数百万人が生活して

いるのが信じ難かった。スラムの光景は一生忘れないし、先進国の発展がある意味彼らの生

活作り出したということを忘れてはいけない。遠くからは見えづらい問題もたくさんあっ

た。いくつもの大学を訪問し、同年代の学生たちと交流する中で、深刻な就職問題が見えて

きた。一方で、ナイロビの中心部には高層ビルが立ち並び、日本と同程度の物価のスーパー

は現地の人で賑わっており、訪問先のひとつであるエガトン大のキャンパスは広大で美し

くて、以前のケニアへのイメージは一面的だった、とつくづく思った。 

今回ケニアで出会った JKSC の OB の方々は初対面の我々に本当に良くしてくださった。

同期の日本メンバーとの思い出を懐かしそうに話してくださり、今後の団体運営に向けて

建設的な意見も多く頂くことができた。ケニア OB の方々は社会人としても WHO や新聞社

で働いていたり、起業をしていたり、同世代を担う人々で、学ぶところも多かった。ケニア

で影響力がある人々が日本を理解し、好意的でいてくれること、それこそ JKSC の活動の

大きな成果ではないだろうか。まだ学生の我々に出来ることは限られている。しかし JKSC

実行委員としての経験を心に留めつつ、各々の分野で活躍すること、それが日本とケニアに

とって大きな力となりうると確信した。 

JKSC のおかげで縁もゆかりもなく訪れたら到底できないような意義深いケニア滞在が

できた。まずは、活動のために尽力してくださった OBOG の皆様、助成団体の方々に心か

ら感謝したい。また私は本会議直前に団体に入ったため準備にはあまり関われなかったが、

今期の活動に向けてこつこつと準備をしてきた実行委員たちのおかげで本会議をスムーズ

に行うことができた。今回渡航しなかったメンバーも含めて、この場を借りて深く感謝した

い。JKSC の 17 回の積み重ねに見合うような活動を来期も頑張っていきたいと思う。 
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ケニヤッタ大学 Abuta Ogeto 

 

I write this a very happy man. On behalf of the JKSC, Kenyatta University Chapter, I 

wish to express my deep and sincere gratitude to our Japan counterparts, for making it to 

come to Kenya, and have various discussions, symposiums and interactions, which have left 

us so much inspired. In a way, we have felt that they are actually part of us, and whichever 

way we look at it, we are joined at the hip. Once again, many thanks for coming.  

It is noteworthy that your interactions with us, the discussions, and the climax of the 

symposium opened us more to you, and we are getting to understand how important you are 

to us, and the many things we can learn from each other. In the very near future, I earnest 

believe, we will be able to have a far much more impact on the course of leadership, in every 

field we have trained in at university, for the sake of the growth and success of our two 

countries. As a matter of fact, we are seeing this become very successful with the TICAD 

gaining shape, and acceptability in Kenya, and by large, Africa.  

In the coming days, we have a number of activities which we intend to carry out. All 

these activities will be conducted in collaboration with JKSC clubs in other Kenyan 

Universities, with the assistance, where necessary, from the Japan Embassy in Kenya. We 

are pleased with the support we are getting so far from JKSC. 

 

(日本語訳) 

私はこの文章を書くことができとても幸せである。ケニヤッタ大学を代表して、日本のメ

ンバーに心の底からの感謝を示したい。彼らがケニアを訪れることで、様々な議論の場、シ

ンポジウムを通して交流することが出来、私たちに大いなる刺激をもたらしてくれた。彼ら

は私たちの一部であるように感じられたし、彼らとは切っても切れない関係となった。再び

感謝を述べたい。 

あなた方との交流は私たちに心を開かせ、時間の経過とともにあなた方が私たちにとっ

てどれほど大切な存在であるかを気づくことになった。そしてお互いに多くのことを学ぶ

ことが出来た。近い将来、両国の更なる成長と成功のために、あらゆる分野でリーダーシッ

プを発揮することが出来ると強く信じている。実際のところ、TICAD が開かれ、日本がケ

ニア延いてはアフリカ全土で歓迎を受けたことで両国の関係はより深いものとなっている。 

近いうちに、私たちはいくつかの活動を行うことを計画している。これらの活動は、日本

に関心をもつ他の大学のメンバーや在ケニア日本大使館と協力して行われることになるだ

ろう。私たちは JKSC から得られるサポートを嬉しく思っている。
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              ストラスモア大学 Antony Mwathi & Jacquiline Gitau  

 

The 17th JKSC symposium was held in Kenya on 14th September 2016 at the 

embassy of Japan. The conference was conducted by 6 students from Japan who spent 

10 days in Kenya so that they could learn more about the topics they were given to 

research on. When the students landed in Kenya, they visited Strathmore University the 

following day and they met Anthony Mwathi and Jacquiline Gitau. We gave them a tour 

around the school and in the tour they came across @iLabAfrica which is a center of 

excellence in ICT innovation and development and iBizAfrica which is a 

business incubation for startup companies. The Japanese students were impressed when 

they came across the incubation center and they asked a number of questions so that 

they could know more about iBizAfrica.   

After the tour we all went to the board room because the Japanese Students said 

that they had some topics to discuss on. We discussed on youth unemployment and the 

measures the youth should take so as to minimize the unemployment rate. Some of the 

solutions we come up with is that the youth should embrace entrepreneurship and 

should come up with their own startups. After the short discussion the students from 

japan took our contacts then took a group photo. They told us that they will be going to 

Njoro which is based in Nakuru County to meet other university students and have more 

discussions with them.   

After they came back from Njoro they invited us to the Embassy of Japan for a 

symposium to inform the members of the public about their mission and vision they had 

in the relationship between Japan and Kenya. In the symposium they 

presented on Education, International cooperation and Regional Characteristics. They 

presented the similarities and differences on how Education, International 

cooperation and Regional Characteristics is carried out both in Japan and Kenya. Their 

presentation was impressive and we could all see that they carried out their research 

well through interactions with university students in Kenya. They also represented the 

Japanese culture well and in a very impressive manner. They were friendly and easy to 

interact with.  

Last year, the Japanese club organized dinner for the Japanese club members 

where we went to have our meal at a traditional Japanese embassy called Cheka 

restaurant. In the dinner, we had also invited some of the Japanese corporate members 

to have a friendly interaction with the students. The invites were, members of the 

Japanese Embassy, CEO of Mitsubishi, CEO of Marubeni, CEO of HIS among 

others. We all shared the meals and talked about our cultures. Both the students and 
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heads of companies were happy because we established a good relationship through the 

dinner and the students had a chance to talk to the Japanese members and know what 

they expect from us as Kenyan students once we graduate from school.    

In conclusion, I am happy that Kenya and Japan are doing their best to maintain 

their relationship through the young generation. I’d like to thank the Japanese JKSC 

members for their willingness to learn more about the Kenyan Culture and by sharing 

the Japanese culture with us. I’d also like to thank Shin Matsushima for his good 

leadership towards his fellow members. I commend Tokuyou, Jin, Musutafa, Ryota and 

Kei for being friendly and representing Japan in a good way. I wish them all the best in 

their studies and hope to visit Japan.   

 

(日本語訳) 

第 17 期 JKSC シンポジウムは 2016 年 9 月 14 日にケニア日本大使館で行われた。日本

にいた頃から勉強していたいくつかのテーマへの理解を深めるために渡航した 6 人の学生

によって、各大学で会議が開かれた。先日、彼らはストラスモア大学を訪問してくれた。我々

Anthony Mwathi と Jacquiline Gitau はキャンパスを案内した。彼らは情報通信技術の革新・

発展を目指した中核的研究拠点(COE)である@iLabAfrica と、スタートアップ企業の支援を

しているインキュベーションセンター iBizAfrica にも訪れてくれた。日本の学生たちは

iBizAfrica に強い関心を示し、いろいろ質問してくれたので、この施設のことをよりわかっ

てもらえたと思う。 

キャンパスツアー後は日本側の要望に応えて、会議室でいくつかのテーマについて意見

交換した。特に若者の失業問題と、失業率を下げるために若者がするべきことについて議論

した。解決策の一つとして出たのが、起業家精神を持って自分でスタートアップを立ち上げ

ることだ。ディスカッション後、我々は連絡先を交換し、集合写真を撮った。彼らはこれか

らナクル州の Njoro に向かいテーマについてより理解を深めるためにほかの大学で学生と

議論を深めるとのことだった。 

Njoro から帰ってきた日本側実行委員たちは、私たちを日本大使館で行われたシンポジウ

ムに招待し、日本ケニア関係に対する彼らの使命とビジョンについて語ってくれた。テーマ

は教育、国際協力、そして地域特性の三つがあった。彼らの発表は印象に残るものだった。

ケニアの大学生との交流を通じて彼らが得たものが反映されていることが見てとれた。彼

らは気さくで親しみやすく、印象的な方法で日本の文化を伝えてくれた。 

我々は大学の日本クラブに所属している。昨年、日本クラブは伝統的な日本食レストラン

Cheka でのディナーを企画した。ディナーには日本大使館の方々、三菱や丸紅、HIS の CEO

など日本企業の方々も招待し、親しく交流させていただいた。我々は食事を共にし、お互い

の文化について話し合うことができた。学生も企業のトップもディナーを通して良い関係

を構築することができ、学生の側としては、大学を卒業した我々が、日本の会社から何を期
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待されているのか話し合う機会に恵まれて、非常にありがたい機会となった。 

最後になるが、私は我々若い世代を通して、日本とケニアが良い関係を維持しようとして

いることを嬉しく思う。そして JKSC の日本メンバーがケニアの文化を積極的に知ろうと

すると同時に日本の文化を伝えてくれたことに感謝している。リーダーシップを発揮し日

本側をまとめてくれた今期の委員長松島慎、そして親しくしてくれたほかのメンバーたち

徳洋、静芳、モスタファ、涼太、慧もありがとう。彼らは日本を代表して日本の良さを伝え

てくれた。日本メンバーのみんなの幸運を祈り、日本で再会できることを心待ちにしている。 
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弊団体 OB、Business Daily Africa 記者 

David Herbling 

 

    It was quite nostalgic for me to once again take part in this year’s Japan-Kenya Student 

Conference (JKSC) here in Kenya. 

    I had the opportunity to introduce Japanese members to Kenyan universities, and we 

visited a total of four institutions: University of Nairobi, Kenyatta Strathmore University and 

Egerton University. The visits gave the foreign students a chance to introduce themselves 

and explain what JKSC is all about. There were discussions on topics of mutual interest such 

as education, job, market challenges, and perceptions of Kenya and Japan. It was also an 

opportunity for alumni members like myself to share their past experiences. 

    These meetings between Japanese and Kenyan students involved team building 

activities, a briefing of the future conferences, and general sharing of ideas. 

    The students also went sightseeing to learn more about Kenya – safari, as well as visit 

to primary school in the Kibera slums. 

    It is my hope that the 2016 conference helped strengthen the relationship between 

Japan and Kenya. 

 

 

(日本語訳) 

 ケニヤで再び日本ケニア学生会議の活動に参加できたことをとても感慨深く思っていま

す。 

 私は日本から来た実行委員を 4 つの大学に案内しました。ナイロビ大学、ケニヤッタ大

学、ストラスモア大学、そしてエガトン大学です。これらの訪問は、彼らにとって自分た

ちを紹介し、JKSC がどのような団体であるか説明する機会となりました。大学では、教

育や職、市場の変化といったトピックを議論することで相互理解を深めましたし、両国の

認識の違いを知ることができました。加えて、私のような OBOG にとっても過去の経験

を思い出し共有する機会となりました。 

 日本とケニヤの大学生がこのような意見交換をすることには、チームビルディング、将

来の会議への継続性、アイディアの共有など様々な意味があります。 

 その他にも、実行委員はケニアについて学ぶため視察を行いました。サファリも経験し

ましたし、キベラスラムでの小学校訪問も実現しました。 

 2016 年度本会議が日本とケニアの関係性の強化につながることを期待しています。
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第 5章  

財務報告  
 

 

 

 

 

 

 

 

第 17期本会議の収支報告を行う。
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収入  支出 

内訳 金額(円)  内訳 金額(円) 

<助成金> 1,250,000  <国際航空賃> 

(Qatar 航空、羽田ナイロビ便) 

792,420 

(132,070×6 名) 

公益財団法人双日国際交流財団 350,000  現地滞在費  

公益財団法人三菱 UFJ 国際財団 300,000  <宿泊費> 224,500 

独立行政法人国際交流基金 600,000  Blackrose Apartments (ナイロビ) 175,000 

<メンバー参加費>   ARC Hotel (ナクル)  49,500 

50,000 円 × 6 名 300,000  <食費> *3 149,355 

前期繰越金 2,429  <国内移動費>  130,000 

   <アクティビティ費> 91,460 

   象の孤児院 3,000 

   ジラフセンター 3,000 

   ナイロビ国立公園 32,000  

   Boat Ride (ナイバシャ湖) 8,000 

   ナクル国立公園 45,460 

   <その他雑費 (in Kenya) > 5,800 

   Wifi 3,800 

   酔い止め 700 

   ポストカード  1,300 

   <その他雑費 (in Japan) > 158,894 

   ボールペン 650 本 *2 7,020 

   金銭出納帳 108 

   お土産、プレゼント代 8,467 

   団体印 10,580 

   折り紙 324 

   変換プラグ 1,460 

   団体ホームページ 5,854 

   海外保険料 (HIS) 27,540 

   手数料 (両替および送金)  78,407 

   17 期報告書 10,000 

   不明金 *3 7,883 

   次期繰越金 1,251 

     

収入計 1,552,429  支出計 1,552,429 
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注意 

2016/09/21(収支報告書作成時)の為替レートが 1.00KES = 0.993107JPY , 1USD = 100.61

であったため、1 ケニアシリングを 1 円、1 アメリカドルを 100 円として計算した。なお、

現地でのアメリカドル決済においてはその限りではない。 

 

 

*1 食費にはスーパーマーケットでの軽食飲料水の購入や大学訪問時のスナック代(ケニア

では集まりをもつ場合主催者側が軽食を用意する慣習がある)およびその際の部屋代を含

む。 

 

*2 OB の David 氏が Nairobi のスラム街で小学校でのボールペン配布活動をしていると聞

き、その活動に協力するため。実際に小学校を訪問し直接配布できた。 

 

*3 1 ケニアシリングを 1 円、1 アメリカドルを 100 円として本報告書を作成したが、実際

はその限りではないことから、上記の不明金が発生したと考えられる。参考までに出発日

2016/09/03 のレートを載せておく。1KES = 1.0276 円 = 0.0098USD。 
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鉄道駅構内にある食堂にて ( Nairobi, Kenya, 2016/9/5 ) 

 

 

 

ケニアの代表的食事であるウガリ ( Nairobi, Kenya, 2016/9/5 ) 
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第 6章  

総括及び今後に向けて  
 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、本会議を終えて感じた反省点をまとめ、そこから改善への道筋を模索した。団体全体

で総括を行うことは、来期以降のスムーズな運営につなげるために大変重要であると考える。全

体総括に続けて、実行委員各々が役職に対する振り返りや今後に向けての思いを記した。
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全体総括 

 

はじめに  

日本ケニア学生会議第 17 期実行委員は、本年度本会議開催に際して、大別すると２つ

のブロックで活動を行った。ひとつは、事前準備と事後処理にあたる日本国内での活動で

あり、もうひとつはケニア共和国における諸活動である。今期は、過去の経験が十分に引

き継がれず、時間的・物理的な制約が多い中での活動になってしまい、一部で不完全燃焼

感が残るものになってしまった。本稿では、今期の活動を通して表面化した問題点を整理

し、来期以降の活動に役立てるべく解決策を提起していく。 

 

1. 引き継ぎについて  

多くの予算や時間を費やし、たくさんの方々のご協力を得て活動を行っている当会議

は、活動期間を通して様々なノウハウを獲得している。中には、将来的にも活用できるも

のも多々あり、当会議の貴重な財産である。だが、ここ数年間の当会議の引き継ぎは十分

になされておらず、リソースを完全に活かしきれていない状況が続いていた。例えば、宿

泊場所の料金や担当者の連絡先、訪問先大学の窓口などの情報をリスト化し、継続的に連

絡を取り続ける事ができていれば、今期の活動において大幅な労力の削減を図れたはずで

ある。 不完全な引き継ぎは、今期活動の中のいたるところで障害になっており、次項以

降も項目ごとに触れていく。 

  

2.ウェブサイトについて  

これまで、当会議の「公式」の名を関したウェブサイトやブログは、多数作成されてい

るが、そのアカウントへのアクセスや編集の方法についての引き継ぎは十分になされてこ

なかった。所属大学を越えて活動している当会議の性質上、インターネットを用いた発信

は非常に重要であるが、期が変わるごとに発信元が異なっていては、継続的なアピールは

難しい。また、過去に作成されたウェブサイト等が、現在も存在しており、閲覧者の混乱

を招きかねない状況にある。今期、新たに作成したワードプレスによるウェブサイト

（http://jksc.tokyo/）は、比較的編集も容易であるため、来期に編集方法を含めて十分な

引き継ぎを行う事とする。また、過去に作成されたウェブサイト等については、適宜現行

の公式ウェブサイトに統合し、管理者に削除要請をする必要があるだろう。 また、今期

ケニア渡航中にドメインサーバーの不具合に起因したエラーメッセージが表示され、相当

期間ウェブサイトが編集・閲覧できない状態が発生してしまった。渡航中の情報発信は、

安否の発信を含めて特に重要であるから、以後はこの様なトラブルが発生しないようにサ

ーバーの契約先と十分に調整を行う必要がある。  
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3.日本側実行委員の採用について  

現在の実行委員の採用方法は、透明性があるとは言い難いものである。今期の募集は、

16 期より引き続き実行委員を務めた者の個人的な人脈を中心に声掛けを行った。また、

選考も既存の学生実行員のみで行ったため、公正さが欠ける側面があった。この様な閉鎖

的な募集では、公的な機関や企業から助成金を頂戴している事を鑑みても、社会的な責任

を果たしているとは言い難い。今後は、事前にウェブサイトや各大学への紙資料の配信を

活用し、広く実行委員募集の門戸を開く必要がある。また、実行委員の選考にあたっては 

OB・OG や、第三者が加わったかたちで行う事が好ましいだろう。事前に統一的な選考

基準を作成する必要もある。  

 

4. 日本国内における活動全般について  

今期は、実行委員が北海道と東京の大学の学生によって構成されていた為、直接顔をあ

わせての活動を行う事が経済的に難しい状態があった。東京に一極集中すること無く、広

く日本各地の学生が参加する事は好ましいことである。本来ならば、活動開始の時点で、

国内の移動費等の予算を計上し、本会議開催前にその準備として顔を合わせる機会を十分

にもつべきであろう。また、規約や渡航誓約書等の様式も、今年度に改めて整備を行っ

た。来期以降に十分に引き継ぐ必要がある。特に、当会議の創設以来の理念の共有等が遅

れてしまった事実を鑑みるに、18 期の立ち上げ、新実行委員の選考等は、できるだけ早

い時期に行うべきだ。 

 

5. シンポジウムについて  

今期の渡航で大きな成果だった事のひとつに、在ケニア日本国大使館の施設を提供して

頂き、シンポジウムを開催できたことがある。今後も、在ケニア日本大使館との交流を続

け、持続的な関係を保っていくべきだ。 

 

6. ケニア側実行委員会との費用分担について  

今回の渡航中に表面化した問題のひとつに、ケニア側実行委員会との費用負担をどう分担

するのか、というものがあった。OB・OG からの助言によれば、分科会などのイベント

においては「スナック代」と呼ばれる飲食費をホスト側が持つというのが国際的なルール

とのことだったが、今期実行委員は認識が甘く、ケニア側の学生と問題になる場面があっ

た。今後は、事前からそれらの予算に余裕を持って計上しておくべきだ。また、これまで

はケニア側学生が日本に渡航する際の費用は、基本的に日本側実行委員会で調達してきた

が、今後ケニア側実行委員が来日する機会があるならば、ケニア側にも資金調達の努力を

促すべきであろう。  
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7. ケニアでの活動全般について  

今期は今まで団体として築き上げてきた人脈に加えて、新たなケニア側学生とのコネクシ

ョンを構築することが出来た。来期以降は、今回交流を深めた学生との連携を密に取り、

関係を持続していく必要がある。平時においてもインターネット等を用いて積極的にコミ

ュニケーションを取るべきだ。
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実行委員の振り返りと意気込み 

 

松島慎 

17 期の実行委員長を務めたこの 1 年は私にとって反省の繰り返しであった。準備段階に

おいて、己の危機感の希薄さが渡航直前の慌ただしさを招き、多くの人に心配と迷惑をか

けた。委員長としての責任感が欠けていたと思う。私のような不甲斐ない委員長でも、本

会議を無事終了できたのも JKSC の OBOG や実行委員、ケニアで我々を快く迎え入れて

くれた学生達の惜しみない協力があってこそのことである。自分の至らぬ点を痛感すると

ともに、周りの人に助けを求め、手を貸してもらうことの大切さを今更ながら理解したと

思う。このプログラムは私にとって、良くも悪くも自分の力量をはかる場となった。出来

ることと出来ないことを知ることで今後、自分が成長するために何をすべきか、より鮮明

に思い描くことが可能となり、地に足をつけて日々を送ることが出来ている。17 期で私は

引退することになるが、私自身が渡航準備や現地でのやりとりなどで苦労したことを次期

委員長や実行委員に伝えることで少しでも当団体に貢献できればと思う。  

 

 

李徳洋 

私は、日本ケニア学生会議第 17 期副実行委員長として、ケニア滞在中の現地大学生、

OBOG の間における円滑なコミュニケーション推進と、実行委員長のサポートを主に担っ

た。ケニア滞在中の分科会においては、ケニアにおける教育の現状を調査し、在ケニア日

本大使館において発表を行った。  

ケニア滞在中は、渡航メンバー以外との交流、意思疎通は全て英語で行われていた。分

科会の準備段階である現地大学生とのディスカッションでは抽象的な概念を議論する機会

が多々あり、私も含め日本側の実行委員が苦労している印象を受けた。渡航前に各自英語

を注力して学習する必要があると感じた。  

 分科会の内容に関しては、事前知識の蓄えが不十分であり、議論を積極的にリードでき

ていない場面も多々あったと反省している。現地学生と共に過ごす機会は大変貴重であ

り、中には今後会えない人もいるので、実りある時間を共有するためにも、担当する分科

会のセクション概要を頭に入れてから一つ一つのディスカッションに臨むべきだと考え

る。そして最後に今後の取り組みとして、ケニアでの濃密な二週間で得た気づき、学びを

実生活に取り込んで行きたい。  
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蔵本涼太 

私は 16 期、17 期で財務を担当した。今回の渡航では日本開催であった 16 期では感じなかった両

国のお金に対する考え方の違いに気づかされることとなった。ケニアの大学生と交流する中で幾度か

お金を巡るトラブルが生じ、OBOG の方に間に入ってもらう場面もあった。ディスカッションする際の部

屋代や用意した軽食の代金をどちらがどの程度負担するのかといった些細な内容ではあるが、結論を

出すのは簡単ではなかった。自分たちの慣れ親しんだ文化風習のみに従うのではなく、相手の考えを

理解するよう努め、両者が納得する案を出すことの重要性を身にしみて実感したし、それこそが相互理

解を深めることなのだと思った。  

来期も JKSC に残ることになっている。ケニアと日本の学生が対等な立場で意見をぶつけ合うこと

が出来るのがこの団体の大きな魅力である。このチャンスを活かして自身の成長につなげたいと考え

ているし、さらには得られた経験を周囲に還元する所存である。  

 

 

ナギーブモスタファ 

私はリスクマネジメント担当として現地での活動の際にその地域の治安や道程での安全面に関

してガイドのオチエンさんと前日に確認し、前日夜ないし当日朝のミーティングにおいて安全対策

についての情報共有を行った。今回の渡航において特に危険な事態には陥らなかったのはオチ

エンさんが尽力してくれたからであるのはもちろんだが、委員全員でミーティングを重ね、各人が

協調性を持って行動できたおかげであると考える。来期以降ケニアに渡る際も委員全員で安全に

関する情報共有のためのミーティングを行っていってほしい。  

また、個人の反省としては情報をオチエンさんと日本大使館の情報に頼っていたので、現地の

ニュースや新聞などにも目を光らせて情報を収集できればより良かったのではないかと思った。  

来期以降も JKSC は活動が続く。私が現役の実行委員として JKSC に関わるのは今年が最後と

なるが、これからは OB として 18期、そしてそれ以降の実行委員の手助けができればと考える。 
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木内慧 

私は、日本ケニア学生会議第 17期実行委員として、広報セクションを担当した。具体的には、

公式ウェブサイト（http://jksc.tokyo/）の立ち上げ、管理運営と渡航中の写真撮影等を担当した。

分科会においては、地域特性について調査を行い、在ケニア日本国大使館におけるシンポジウ

ムで発表を行った。前者については、主にウェブサイトの運営面で、ドメイン・サーバーのトラブル

に起因する閲覧・編集が不可能な状態になるエラーが発生し、更新が滞ってしまった。また、現地

のインターネット環境が想像以上に脆弱であったため、写真の更新等には非常に手間を取る事に

なった。海外渡航中の特殊な環境で、日々ウェブサイトを安定して更新し続けるのは、想像以上

に困難な事である。来期以降の実行委員には、出来得る限りのノウハウを引き継ぎたい。後者に

ついては、今回の発表ではスラム街（キベラスラム）を題材として扱ったが、治安上の問題から十

分な取材がかなわなかった。この様な場合、本来ならば周辺の第三者より聞き取りを行うべきだ

ったが、時間の制約上かなわなかった。もう少し、余裕を持ったスケジュールで、分科会の準備に

取り掛かる事が出来たらより良かったと感じる。 

  

周静芳 

私はリスクマネジメント担当として、道程の安全と、メンバーの健康面に関して情報収集を行っ

た。今回の委員は総じて安全に対する意識が高く、また、現地のガイド兼ドライバーであるオチエ

ンさんが全行程を同行してくれたため、安全面の不安は比較的少なかった。ただし、我々がケニ

アに滞在している間に、モンバサの警察署襲撃があったため、一時緊張が走ったことがあり、緊

急時には迅速に退避できるよう来期も情報収集に努めなければならないとつくづく感じた。健康面

に関しては、私をはじめ多少体調を崩すこともあったが大きな怪我、病気もなく帰れてほっとした。

しかし、なにぶん滞在が長いので、個人的にはバランスの良い食事をすれば体調もより維持でき

たのではないかと思う。 

来期も続けて委員を務めさせていただく予定である。多くの大学の学生、またケニアで社会人と

して立派に活躍している OBOGの方々と会うことができてよかった。来期はケニア側の委員と力

を合わせて、今後の JKSCの活動の基礎を築けたらと思う。 
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エガトン大学にて記念撮影 ( Nakuru, Kenya, 2016/9/9 ) 
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第 7章  

団体規約  
 

 

 

 

 

 

 

 

本章では弊団体の規約を扱う。日本語版に続いて英語版を掲載する。
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                      発行：1999年 4月 

改訂：2006年 1月 15日 

 

日本ケニア学生会議 規約 

 

（序文） 

本規約は、日本ケニア学生会議の日本・ケニア両国内における組織と運営について定めるもので

ある。 

 

（一章 総則） 

（第一条 名称） 

当学生会議は正式名称を「日本ケニア学生会議―Japan-Kenya Student Conference」とする。

以下、「ＪＫＳＣ」とする。 

 

（第二条 理念） 

  ＪＫＳＣは日本とケニア両国、将来的に東アフリカ、全アフリカ、全世界のために協調し、

努力していくことに最大の目的を置く団体である。双方とも、日本側学生代表、ケニア側学生代

表の自覚と責任を持って、互いの間に率直かつ建設的な討論の場を設けるとともに、相互理解、

友好を促進する目的において、その他多種にわたる活動を行っていくものとする。JKSC の方向

性として、我々は両国親善を通じ、世界平和に積極的に寄与していくことをここに誓う。 

 

 （第三条 構成員の資格） 

  ＪＫＳＣの構成員は、国籍を問わず、日本・ケニア国内に在住する大学院生、大学生、短期

大学生、専門学校生がその資格を有し、特定の政治、宗教、思想、信条から独立かつ中立である

ことを要する。また、第二条の理念と目的の実現の為に適切であると実行委員によって判断され

得た者にその資格を与える。 

 

（二章 組織） 

 （第四条  実行委員及び実行委員会） 

１、ＪＫＳＣは運営にあたり、実行委員会を常設する。JKSCの参加者は、全員、実行委員になる

ものとし、実行委員会を組織する。 

 

２、実行委員は平等に JKSC の意思決定に参加し発言する自由を保障される。 
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３、実行委員会は、実行委員長、副実行委員長、事務局長、総務局員、財務局員、会計局員、広

報局員、学術局員、企画局員、国際渉外局員によって構成されるものとする。各局の詳細は、別

規定（第五条）でこれを定める。 

 

４、実行委員の各委員は、必要であれば、兼任を認める。 

 

５、実行委員は任期中、一定額の会費を支払う。金額に関しては、各年度の実行委員の承認によ

り決定し、その金額の変更は全実行委員の過半数以上の承認を必要とする。 

 

６、実行委員会は、定時及び随時に当該年度の参加者を選出する。選出にあたって、第三条の規

定に基づき判断する。 

 

（第五条   実行委員会の構成） 

 （第一項 実行委員の選出・承認及び局の設置） 

１、実行委員の選出 

以下に挙げた役員は、各回の全参加者の中から毎年、民主的に選出される。実行委員会は当該年

度の本会議中または、本会議終了後に直ちに次年度の役員を選出する。 

 

２、実行委員の承認 

メンバーのリーダーシップ能力、定例会等出席率、すべてを考慮し、ＪＫＳＣ創設者が実行委員

役員の選出を承認する。 

 

３、局の設置 

両国の実行委員会はＪＫＳＣの運営を円滑化するとともに、業務の分散を図るために各局を

設置する。総務局、財務局、会計局、広報局、学術局、企画局、国際渉外局から構成される。ま

た実行委員会は必要に応じて、局を新設することができる。各局の運営は、各局長がこれを司り、

その下に必要数の実行委員を配属する。 

 

（第二項 実行委員の役割） 

１、 委員長 

実行委員長は、ＪＫＳＣを代表し統括する者として、両国の実行委員会より１名ずつ選出さ

れ、JKSC 創設者の承認を得た者が就任するものとする。 

 

２、 副実行委員長 

 副実行委員長は、実行委員長を補佐する。実行委員会より３名まで選出することができる。第

一副実行委員長、第二副実行委員長、第三副実行委員長まで選出可能である。 
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３、 事務局長 

 事務局長は、実行委員会によって任命される。定例会準備及び運営、勉強会企画、スケジュー

ル管理、他局との連絡、また、ケニア側実行委員会との連絡を中心となって行うことを任務とす

る。また、事務局長は、事務局次長によって補佐される。 

 

  ４、 総務局 

総務局は、毎回の定例会記録をはじめ、定例会の運営、必要書類および名簿、その他の団体所

有物の保管をしなければならない。またＪＫＳＣの日本国内及びケニア側の関係者、関係団体と

の連絡、調整を行い、活動報告を随時行うことを任務とする。 

 

５、 財務局 

財務局は、ＪＫＳＣの財政を管理、監査することをその業務とし、予算作成及び決算報告をし

なければならない。また、ＪＫＳＣの活動を継続させるために必要な財源開拓等の渉外活動を滞

りなく行うこととする。 

 

６、 会計局 

会計局は、ＪＫＳＣの口座を管理し、会費の集計、出納の全ての記録、管理などに責任を負う。

また、定期的に会計報告を行うことを任務とする。 

 

７、 広報局 

広報局は、ＪＫＳＣの活動についての広報及び実行委員募集の広報を行うことで、社会におけ

るＪＫＳＣの認知を高めることを任務とする。ＪＫＳＣはその成果、理念、目的を大学、大学院、

短期大学、専門学校及び社会に広く知らせる必要がある。 

 

８、 学術局 

学術局は、分科会トピックに関する勉強会、研究、及び、その他の講演会を計画することをそ

の任務とし、参加者が有意義な学習をする機会を提供する。分科会の準備の進行状況を把握し、

分科会に関連する訪問先などの研究、勉強会を本会議前に行う。 

 

９、 企画局 

企画局は、ＪＫＳＣの目的を達成するために、日本とケニアの実行委員会連携のもと、必要な

計画やプロジェクトを企画することを任務とする。 
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10、 国際渉外局 

国際渉外局では、意見交換、及び必要と認められた学生同士の文化交流、他の交流プログラム

の円滑化などを図る。また、総務局との連携の上で、ケニア側の関係者、関係団体との連絡をと

ることを任務とする。 

 

（第六条 顧問） 

ＪＫＳＣでは、１名以上の常任顧問を置く。その資格は、ＪＫＳＣの趣旨に賛同し、ＪＫＳＣ

の社会的地位を保持する責任ある人物に総会の承認を得て、実行委員会が委託する。 

 

（第七条 後援会） 

１、ＪＫＳＣの創立委員、OBOG、顧問及び賛同者で、会費を支払う者により後援会を構成する。 

２、後援会員は、総会に出席して議決に加わる権利を持つ。 

 

（第八条  総会） 

１、日本ケニア学生会議は、ＪＫＳＣの最高決定機関として総会を設置する。 

 

２、ＪＫＳＣは実行委員の招集により少なくとも年に一回、通常総会を開くことを要する。総会

は、実行委員及び第七条第１項に該当する者により構成する。実行委員は原則として、全員出席

とし、議事決定は全出席者の過半数以上で行うものとする。 

 

３、 後援会員は、その合理的判断に基づき必要と認める場合、臨時総会の召集を実 

行委員会に要求する権利を持つ。このとき、実行委員会はいかなる事情においても、 

臨時総会を開催しなければならない。本総会においても、その議事決定は前２項と同 

様の手続きを要するが、実行委員会は発議者の主張を尊重する義務を有する。 

 

４、内容 

１ 役員の選出及び、罷免の決定 

２ 役員の退会決定 

３ 会計報告 

４ ＪＫＳＣ活動内容等の報告 

５ 本規約改正 

６ その他必要と思われる事項の決定 
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（第三章 附則） 

 （第九条 罰則） 

実行委員長は、実行委員会の勧告に基づき、第二条及び、第三条に反する行為をした参加者の参

加資格を取り消すことができる。 

 

 （第十条 改正） 

本規約の改正は、実行委員または後援会員により発議され、総会にて議決するものとする。その

際、第八条第 2 項又は第３項の規定に従うものとする。 

 

 （第十一条 発効） 

本規約は実行委員長により公布され、実行委員全員の承認を得た時点で、これを執行する。
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Japan-Kenya Student Conference - Constitution 

Ratified March 10, 2012 

PREAMBLE 

This constitution by-laws of the Japan-Kenya Student Conference organization in Japan and 

Kenya. 

 

CHAPTER 1 

ARTICLE 1-NAME 

The official name of this organization shall be Japan-Kenya Student Conference, hereinafter 

referred to as “JKSC”. 

ARTICLE 2-OUR PURPOSE 

The purpose of JKSC shall be to create and promote avenues of cooperation between Kenya 

and Japan now and in the future to expand to East Africa, Africa and the global world. We, the 

members of JKSC, shall endeavor to have frank and constructive debates and different kinds of 

activities to promote mutual understanding and friendship with the awareness in which we are 

the representation of Japanese students and Kenyan students. Under the belief of JKSC, we 

are committed to make a contribution for world peace, actively through effective communication 

of both countries. 

ARTICLE 3-MEMBERSHIP ELLIGIBILITY  

Members of JKSC must be entitled as either a graduate student, postgraduate student, junior 

college student or vocational school student who live in Japan and Kenya with having respect of 

being independent and neutral on any politics, religion, thoughts and creeds. JKSC executive 

committee shall provide membership to those who are adequate in realizing the principle and 

purpose of Article 2.  
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CHAPTER 2-THE ORGANIZATION 

ARTICLE 4-EXCUTIVE COMMITTEE MEMBERSHIP AND EXECUTIVE COMMITTEE 

1. JKSC shall install an executive committee for its operation. JKSC members must become an 

executive member organizing the executive committee, without exception. 

2. Executive Committee members shall have the right to express their views and participate in 

any decision-making processes of JKSC. 

3. The Executive Committee shall consists of the Chairperson, the Vice Chairperson, the 

Executive secretary, members of the General Affairs division, members of the Finance division, 

members of the Public Relations division, members of Academic division, members of the 

Planning division and members of the International affairs division. The divisions will be 

explained in detail afterwards. 

4. Executive Committee members may be allowed to hold more than one division, if deemed 

necessary. 

5. Each executive member shall be required to pay membership dues. The amount shall be 

determined every year by the Executive committee and is subject to change by approval of a 

simple majority of the members.  

6. The Executive Committee shall choose, at specified time or as need arises, new executive 

committee members. In deciding the members, the incumbent executive committee shall 

determine whether the members meet the requirement as stated in article 3.  

 

 

 

 

ARTICLE 5- STRUCTURE OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

CLAUSE 1 – ELECTION AND APPROVAL OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS AND 

ESTABLISHMENT OF DIVISIONS 
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i. Election of Executive Committee Members 

The members shall choose democratically the officers below every year. The Executive 

Committee shall appoint new officers at the end of the JKSC Main Conference or during its term 

of service, as may be deemed necessary. 

 

ii. Approval of Executive Committee Members 

Confirmation of the Executive Committee members shall be done by the JKSC founder and 

shall be based on merit such as member's participation in JKSC various activities and 

leadership qualities. 

 

iii. Establishment of Divisions 

The Executive Committee shall establish divisions in order to facilitate and decentralize the 

operation of JKSC. Divisions are consisted of General Affair division, Finance division, Public 

Relations division, Academic division, Planning division and International Affair division. Also, 

Executive Committees are able to establish new divisions if deemed necessary. Every division 

must hold a division leader, with a sufficient number of Executive Members. 

 

CLAUSE 2 – ROLE OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS 

1. Chairperson 

One Chairperson shall be elected from each country to represent and supervise the JKSC 

operations, with the approval of the JKSC founder. 

2. Vice Chairperson 

The Vice Chairperson shall assist the chief executive. The Executive committee may choose 

from one to three vice chief executive(s). 1st Deputy Vice Chief Executive, 2nd Deputy and 3rd 

Deputy Vice Chief Executive may be appointed. 

3. Executive Secretary 

The Executive Secretary shall be appointed by the Executive Committee.  The main 

responsibilities are to prepare and organize regular meetings, organize study sessions, 

schedule management and keep in contact with the counterpart countries Executive Committee. 

The Executive Secretary will be supported by Vice Executive Secretary. 
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4. Establishment of Divisions 

The Executive Committee shall be responsible for establishing a General Affairs Division, 

Financial Division, Public Relations Division, Planning Division, Academic affairs division and 

International Affairs Division to ensure the administration of JKSC as a smooth running, 

effective, and balanced organization. In addition, the Executive Committee may set up new 

divisions as necessary. The head in each division shall be responsible for its operation and 

should have necessary manpower for its operation. 

5. General Affair Division 

The General Affairs division shall be responsible to organize and record every meeting, and 

keep the necessary documents, member lists and other JKSC owned property. Also to maintain 

communication, arrangements and report activities to Kenyan/Japanese counterpart and related 

organizations is under the responsibility of the General Affair division. 

6. The Finance Division 

The Finance division is obligated to manage and audit the JKSC finance, budgeting, reporting 

and fundraising. The Finance division shall also be responsible for managing the JKSC 

Account, gathering the membership due, recording all revenue and expenditure, management. 

Also a regular finance report is an obligation. 

7. Public Relation Division  

The Public Relations (PR) division shall be  responsible for arranging public activities for JKSC 

and recruitment of potential new members.  The PR division is also responsible for the 

publication of the quarterly JKSC newsletter. JKSC is responsible for presenting its work, cause, 

and purpose to universities, graduate schools, junior colleges, vocational schools and the public 

at large. 

8. Academic Affairs Division. 

The Academic Affairs Division shall be responsible for organizing academic workshops, 

research or any other academic event that may arise in order to provide a fruitful learning to the 

Executive Members. Also, is responsibility to conduct research and study sessions on the Main 

Conference Topic s is laid. 
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9. Planning Division. 

The Planning division shall be responsible for bringing JKSC plans and projects that are 

appropriate in fulfilling the purpose of which JKSC is dedicated, including cooperation between 

Japanese and Kenyan Executive Committees. 

10. International Affairs Division. 

International Affairs Division shall be responsible for ensuring smooth exchange of values such 

as culture and any other exchange programs as it may be deemed necessary. 

ARTICLE 6 - ADVISOR 

JKSC shall have at least one Regular Adviser to be appointed. The Executive Committee shall 

appoint an Adviser who is dedicated to the mission of JKSC, its purpose, and standing as an 

effective organization. 

ARTICLE 7 - SPONSOR’S COMMITTEE 

1. The Sponsors Committee consists of the founders, Alumni, the Adviser and the supporters of 

JKSC. All members of the sponsor's committee are required to pay membership due. 

2. Members of Sponsor's Committee are eligible to vote and speak in the General-Meeting 

which shall be held as the supreme decision making opportunity. 

ARTICLE 8 – GENERAL MEETING 

1. JKSC shall hold the General Meeting to be its own supreme decision making-opportunity. 

2. JKSC shall hold a regular General-Meeting at least once a year by the members of the 

Executive Committee.  All members of the Executive Committee and the people who qualify in 

accordance with Article7, can attend the general meeting. As a matter of principle, all Executive 

Members shall be present, and the decision made by the majority of participants. 

3. The Sponsor's Committee has the authority to require the Executive Committee to call an 

emergency General-Meeting in the event that such a meeting is deemed necessary. The 

Executive Committee must concur as soon as possible. Decision made by members must be 

initiated in keeping with Article 8.2. The executive Committee should consider the opinions of 

the proposer with respect 

 

 



84 

 

4. Contents. 

A. Decisions concerning choosing and dismissal of officers 

B. Decisions concerning forced resignation of officers from JKSC 

C. Financial report 

D. JKSC Activity report for the current year  

E. Amendment  of JKSC by-laws 

F. Other appropriate business deemed necessary by members. 

 

CHAPTER 3 - Appendix 

ARTICLE 9 – DISCIPLINARY REGULATIONS 

The Chairperson can withdraw the right of any member who violates the regulations set forth in 

the JKSC by-laws, in agreement with the counsel of the Executive committee. 

 

ARTICLE 10 – AMENDMENT OF THE BY LAWS 

The amendment of JKSC by-law may be proposed only by members of the Executive 

Committee and/or officers of the Sponsor's Committee and must be brought up in the General-

Meeting for a vote. The revision must follow in accordance with the regulations set forth in 

Article 8.2 and 3. 

ARTICLE 11 – EXECUTION OF THE BY LAW 

These regulations are promulgated by the chief of the Executive Committee and carried out in 

agreement with all Executive Members of JKSC. 
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