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はじめに 

第 14 期本会議が無事に終了した今、ほ

っと一安心して、この委員長挨拶を書いて

います。日本側・ケニア側合わせて 15 名

の実行委員は、昨年第 13 期本会議を終了

したその直後から、或いは本会議の最中か

ら、第 14 期本会議開催に向けて準備をし

て来ました。しかし、渓流が峡谷を抜ける

に長い時間を要す一方、終焉に至るや否や

瀑布と化し断崖を駆け落ちるが如く、本会

議が始まってからは息をつく間もないほど

目まぐるしい日々の連続でした。この報告

書を通して尐しでもその空気感、成果を公

にできれば幸甚に存じます。 

“Milima haikutani lakini binadamu 

hukutana” 

これは、「山と山は出会わないが、人と

人とは出会えるものだ。」というスワヒリ

語の諺です。キリマンジャロと富士山が会

うことは出来ないのと同様に、日本国民と

ケニア国民皆が直に交流することは実質不

可能でしょう。しかし、この度、若干 15

名ながらケニアと日本の学生が直接出会い、

一夏を過ごすことが出来ました。一見些細

なことのようにも思われますが、両国交流

に細々とでも絶え間なく水をやり続けるこ

とで、近い将来陽が差したとき、結ばれた

大きな実に気付くことが出来るのだと考え

ています。今年度開催された TICAD V は

その兆しとなりましょう。 

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・日本ケ

ニア協会・(株)ゼンショーホールディング

ス、訪問を受け入れて下さった企業・組織

の皆様、ホームステイや現地案内を引き受

けて下さった方々、報告会場を提供して下

さった駐日ケニア共和国大使館の皆様…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 14 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。 

2013 年 10 月 

第 14 期日本側実行委員長 

有賀康祐 
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日本ケニア学生会議の第 14 期本会議は

成功裏に幕を閉じました。2012 年から 2013

年にかけての 1 年間は、この本会議を乗り

越えるための仕事と努力で一杯でした。国

際関係論と外交の学生として、この 2 年間

日本ケニア学生会議の一翼を担えたことは

誇りであり、光栄に思います。学術的にも

文化的にも、この一年は素敵な学びの場で

した。 

2 週間の本会議の中では、本や論文、イ

ンターネット、そして実地訪問を通して調

査を進めました。また、ホームステイや、

滞在先での名所訪問では日本文化に浸りま

した。宮島や妙心寺など古来の日本、原宿

や秋葉原など現代の日本の両方を体感する

ことが出来ました。 

この報告書が将来の日本ケニア学生会

議参加者に留まらず、今回の調査分野に関

わる多くの方々のお役にも立てば、大変幸

せに思います。そして、私たちの提案する

考え方が、両国の関係をより良いものにす

る原動力のひとつとなることを願っていま

す。 

最後に、今回の本会議を支えて下さった、

スポンサーやサポーターの皆様、創設者の

後藤千枝様、そして、第 14 期実行委員の皆

に、心から感謝致します。  

（訳：有賀 康祐） 

2013 年 10 月 

第 14 期ケニア側実行委員長 

Nyaranga Odundo

（8 月 26 日シンポジウム 駐日ケニア大使館にて） 
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創設者挨拶 

第 14 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名以上の日本

人大学生実行委員たちがケニアに渡航し、

160 名を超すケニア人大学生実行委員たち

の中から 29名が来日しています。本年度は、

無事、5 度目の日本開催を実現することが

できました。継続は非常に大切なこと、継

続を非常に嬉しく思うと同時に、より一層、

本会議と組織の質の向上、進化を願ってお

ります。 

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。 

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。いよいよ来年度は日本ケ

ニア学生会議、創設 15周年を迎えます。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いつつ… 

Let's take action TOGETHER for a better 

society, a better world and a better future!!! 

2013 年 10 月 

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。過去に、両国において計 13 回（ケニ

ア開催 8 回、日本開催 4 回）の本会議を開

催し、今期で 14 期目である。 

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

部局による現状報告や情報交換を行う。合

宿ミーティングでは、勉強会を開いて専門

知識の向上を図る、テーマに基づいての討

論を行う等の活動をする。関連イベントへ

の参加を通じては、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。 

本会議とは、約 1 ヶ月の両国実行委員に

よる共同生活と、その期間の様々な活動の

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 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。 

運営 

当団体は実行委員長、実行副委員長と諸

部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。 
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本書で用いられる略語

JKSC 

(Japan Kenya Student Conference) ＝日本ケニア学生会議 

JICA  

(Japan International Cooperation Agency) ＝独立行政法人 国際協力機構 

JETRO  

(Japan External Trade Organization) ＝独立行政法人 日本貿易振興機構 

TICAD Ⅴ  

(Tokyo International Conference on African Development)  

＝第 5 回アフリカ開発会議 

NGO  

(Non-Governmental Organization) ＝非政府組織 

NPO 

(Non-Profit Organization) ＝特定非営利活動法人 
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概要 

開催期間 

2013 年 8 月 12 日～8 月 28 日 

開催地 

日本（大阪、広島、京都、東京、神奈川） 

助成・後援 

公益財団法人三菱 UFJ 国際財団 

公益財団法人双日国際交流財団 

NPO 法人日本ケニア協会 

(株)ゼンショーホールディングス 

活動協力 

釜ヶ崎支援 友岡雅弥様 

紙芝居劇団むすびの皆様 

日本ケニア協会 大野一之様 

広島ホームステイ 吉川家の皆様 

平和学習資料提供 月下美紀様 

平和のためのヒロシマ通訳者グループ  

住廣寿子様 

阪神高速(株)の皆様 

京都ホームステイ 山口家の皆様 

京都ホームステイ 高山单知様 

喫茶やおもん 

創作着物アトリエ「夷風」 单進一郎様 

臨済宗妙心寺派大本山妙心寺の皆様 

国際環境 NGO グリーンピースの皆様 

(株)ゼンショーホールディングスの皆様 

JICA 小森明子様 

JETRO の皆様 

IBM 東京基礎研究所の皆様 

横浜市立神橋小学校の皆様 

東京ホームステイ 坂本家の皆様 

東京ホームステイ 河野健太様 

東京ホームステイ 千葉邦子様 

駐日ケニア共和国大使館の皆様 

大阪ホームステイ 奥中家の皆様 
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実行委員名簿 

日本側

委員長 有賀 康祐 秋田国際教養大学 2 年 

財務会計局 古賀 悠美子 大阪女学院大学 4 年 

佐藤 寿樹 秋田国際教養大学 2 年 

企画局 安部 美里 大阪大学 2 年 

杉村 亜美 東京外国語大学 2 年 

学術局 溝口 聡美 同志社大学 4 年 

奥中 郁巳 大阪大学 2 年 

事務局 坂本 ほの香 東京外国語大学 2 年 

内田 あす香 関西外国語大学 2 年 

国際渉外局 照喜名 流風 セントジョンズ大学 2 年 

 

ケニア側 

委員長 Nyaranga Odundo USIU 4 年 

副委員長 Risa Okech USIU 4 年 

情報技術局 Zjukamu Riki USIU 4 年 

事務局 Nzilani Muia ナイロビ大学 4 年 

  Everlyne Nyachienga エガトン大学 3 年 
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活動日程 

8 月 12 日～13 日  大阪 

  14 日～15 日  広島 

  16 日～17 日  大阪・京都 

  18 日～21 日  東京 

  22 日～26 日  神奈川 

  27 日～28 日  大阪 

 

12 日 ケニア側実行委員入国 

13 日 釜ヶ崎訪問 

          オープニングセレモニー 

      ホームステイ交流 

14 日 宮島文化視察 

     ホームステイ交流 

15 日 広島平和学習 

16 日 阪神高速(株)訪問 

      大阪・京都文化視察 

       ホームステイ交流 

17 日 京都文化体験 

18 日 スタディセッション 

19 日 東京文化視察 

20日 国際環境NGOグリーンピース訪問 

  (株)ゼンショー         

ホールディングス訪問 

21 日 JICA 訪問 

     JETRO 訪問 

    IBM 東京基礎研究所訪問 

22 日 横浜市立神橋小学校訪問 

23 日 スタディセッション 

24 日 レクリエーション 

25 日 スタディセッション 

    ホームステイ交流 

26 日 シンポジウム 

    クロージングセレモニー 

27 日 報告書作成準備 

28 日 ケニア側実行委員出国 
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釜ヶ崎視察 

日時：8 月 13 日  

場所：釜ヶ崎地区 

目的 

今の日本社会で見え隠れする、貧困問題

に実際にふれ、身近なところにあるという

ことを感じる。タブーとされがちな問題の

真実を知ることで、これからの社会を担う

自分たちが、この問題に真剣に取り組む必

要があるということを改めて認識する。 

概要 

大阪の釜ヶ崎（あいりん地区）の歴史や

現状に関するレクチャーを受け、実際に歩

いて巡回した。施設「 ひだまり」 を訪問

し、生活保護受給者が実際にどのように生

活しているかという説明を聞いた。紙芝居

劇団体「むすび」 の事務所を訪問し、どの

ような活動をしているのか、どのような方

が運営されているのか、また、今後の活動

について伺った。 

評価 

夜回りに帯同させてもらい、路上生活を

おくる人々がどのように夜をすごすのかを

実際に見ることができ、この地域が抱える

問題に触れることができた。生活保護受給

者のための施設「ひだまり」では支援体制

が整っており、今後このような体制が広く

拡大すべきだ。日本人でもあまり触れるこ

とがないような日本の貧困と根強い差別に

ついて、ケニア側実行委員にも考えてもら

うことができる貴重な機会となった。 

（担当：古賀 悠美子） 

宮島文化視察 

日時：8 月 14 日 

場所：宮島 

目的 

古き町並みの散策と、伝統ある神社への

参拝を通して、日本の歴史や文化を学ぶ。

また、吉川家にホームステイさせて頂き、

日本の現代の暮らしを体験するとともに、

交流を深める。 

概要 

世界文化遺産に登録され、日本三景の一

つである広島の宮島へ行き、厳島神社に参

拝した。宮島では紅葉まんじゅうを食べた

り、鹿と戯れたり、日本の伝統的な工芸品

などを見て回った。神社参拝では、ケニア

側実行委員に一連の参拝動作を説明した。

干潮時には徒歩で大鳥居まで行くことがで

きるが、訪問時はできなかった。ホームス

テイでは、吉川様の皆様、吉川家と交流を

持つ大学生の方と交流を行った。 

評価 

海に浮かぶ神社の美しさに皆で感動を共

有することができた。おみくじを引いたり、

賽銭を投げて祈ったりして、日本の文化や

神道に触れることができ、ケニア側実行委

員にとっては刺激的な経験になったようだ。

ホームステイでは、温かい歓迎を受け、和

やかに交流ができた。夕食をふるまって頂
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いたお礼に、朝食はケニア料理を作り、食

を通した異文化交流の場にもなった。 

（担当：奥中 郁巳） 

広島平和学習 

日時：8 月 15 日 

場所：平和記念公園 

目的 

核なき世界を目指す時代の今、悲惨な歴

史を繰り返さないために、原爆が投下され

多くの人々が犠牲となった広島の地で、改

めて平和とは何か、平和の意義について考

える。 

概要 

平和記念公園を訪れ、住廣寿子さんの英

語によるガイドで、公園内を回り、原爆ド

ームとドーム近辺にある爆撃を受けた建物

の地下を見学した。第二次世界大戦の歴史

について話を伺い、平和記念資料館内では

展示物や被爆者の体験談映像を視聴した。

また、被爆者の月下美紀さんから原爆や平

和メッセージに関する資料を頂いた。 

評価 

今までの机上の平和学習と、実際に悲惨

な歴史をもつ地を訪問して学ぶことには大

きな違いがあった。新たに得る知識も多く

あり、平和の尊さについて改めて考えさせ

られた。世界平和をどのようにして導き、

築いていくかということを考える良い機会

になった。 

（担当：照喜名 流風） 

阪神高速(株)訪問 

日時：8 月 16 日 

場所：阪神高速(株)大阪本社 

目的 

アフリカ諸国の国際化にあたり、陸海に

おけるインフラの整備は必要不可欠である。

近年、中国がケニア国内の道路開発を一手

に担っていたが、2013 年春、阪神高速(株)

が日本企業として初めての道路開発をモン

バサ港周辺で受注した。これは、ケニアが

中国の資本依存を脱したという点、日本が

ケニアに事業を展開できたという点で大き

な意味をもつ出来事である。そこで、今回

の訪問では、開発における現場雑感や今後

の指針・課題について直接尋ねる。 

概要 

阪神高速(株)にて、ケニアの「モンバサ

港周辺道路開発事業」の詳細を伺った。 

評価 

インフラの整備というとハード面を連想

しがちだが、ソフト面に注力しているとい

う事例について伺い、日本の強みが良くわ

かった。阪神高速(株)はケニアに技術移転

を進めるために、ハード面ではなくソフト

の面のコンサルティングを重視していると

いう。実際に、ケニアにはインフラ整備に

十分な技術も資本もある。それでも自力の

発展を実現できないのはノウハウの蓄積が

先進諸国と比べて圧倒的に足りないからだ。
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中国資本は現地中国人を雇い、ケニア人の

雇用を奪うばかりか、行程を中国語で説明

するため、一向に技術移転が図られない。

一方で、日本の資本が積極的にメンテナン

ス等の長期ノウハウを移転しようとしてい

ることが今回の事例ではっきりすれば、今

後日本が中国に代わって受注を得られるの

ではないだろうか。 

（担当：有賀 康祐） 

大阪・京都文化視察   

日時：8 月 16 日 

場所：大阪城、京都市内 

目的 

大阪城を実際に見学することで、日本の

歴史を学ぶ。五山送り火を見て、その背景

と歴史を知り、日本の伝統を知る。また、

ホームステイをさせて頂き、日本の文化や

日常を体験する。 

概要 

周辺の公園や堀などを散策し、大阪城を

見学した。京都では、鴨川に架かる橋付近

で五山送り火を見た。その後、ホームステ

イ先に移動し、日本の一般家庭の生活を体

験するとともに、交流を深めた。 

評価 

ケニア側実行委員は、大阪城の歴史を知

り、約 400 年も前に作られたことに驚いて

いた。築城主は豊臣秀吉であること、何度

も改修を加えられて現在の形をしている等

の歴史背景を学びながら見学し、日本の歴

史の一面を知る機会となった。五山送り火

は、死者の霊を送る行事であると説明し、

日本人が大切にする文化に触れることがで

きた。ホームステイ先の方は温かく迎えて

くださり、素晴らしい時間を過ごすことが

できた。 

（担当：内田 あす香） 

京都文化体験 

日時：8 月 17 日 

場所：創作着物アトリエ「夷風」 

   臨済宗妙心寺派大本山妙心寺 

目的 

日本の文化である着物、京町家、禅やお

寺に関して、本職の方々を訪問し話を伺う

ことによって、日本の伝統や人々の考え方

を学ぶ。 

概要 

着物作家の单進一郎さんのアトリエ「創

作着物アトリエ夷風」を訪問し、着物とア

トリエの京町屋の説明を受けた。その後、

皆でかき氷を作り、竹の台を使って流しそ

うめんをした。臨済宗妙心寺派大本山妙心

寺を訪問し、小倉大岳和尚の案内で開山堂、

法堂、明智風呂を見学した。開山堂は一般

非公開だが、特別な計らいにより、拝観す

ることができた。 

評価 

着物アトリエでは、ケニア側実行委員は、

着物を羽織らせてもらったり、初めてのか

き氷や流しそうめんを食べたり、日本らし
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い体験ができた。妙心寺では、歴史ある建

築物の内部を実際に見学することができ、

その趣深さを感じた。 

（担当：溝口 聡美） 

国際環境 NGO 

グリーンピース訪問 

日時：8 月 20 日 

場所：NGO グリーンピース日本事務所 

目的 

ケニアでは、電力の需要超過の現状があ

り、2015 年までに原子力発電所の建設が目

標とされている。日本では、福島の事故で

その危険性が指摘され、新たな電力資源の

利用が叫ばれる一方、原子力発電プラント

の輸出も進めている。原子力発電の危険性

とクリーンエネルギーの利用拡大を訴えて

いる NGO 団体で直接話を伺い、今後の両

国のエネルギーのあり方について考えを深

める。 

概要 

NGO グリーンピースを訪問し、原子力

発電やクリーンエネルギーについての話を

伺った。 

評価 

太陽光発電を普及させる方法として固定

価格買い取り制や、省エネの方法として断

熱材の一種であるインスレーションを建築

に用いるなど、自然エネルギーの促進のた

めにできる様々な工夫について、話を伺う

だけでなく、ともに議論することができた。

また、原子力発電については、管理のため

に大量の水を必要とするため、水資源の枯

渇が問題となっているケニアには適さない

という指摘がケニア人の印象に残ったよう

だった。 

（担当：坂本 ほの香） 

(株)ゼンショー                  

ホールディングス訪問 

日時：8 月 20 日 

場所：(株)ゼンショーホールディングス東

京本社 

目的 

アフリカ地域で日本企業が進める事業の

一例と、その事業によって互いの国がどの

ような利益を得ているのかを理解する。ま

た、日本企業で働くアフリカ人へのインタ

ビューを通して、今後、アフリカと日本が

築くべき関係、どのようにグローバル世界

で共存していくかを考える。 

概要 

フェアトレード事業の関係者、タンザニ

ア出身のセバスチャンさんによる講義を聴

講した。前者の講義では、(株)ゼンショー

ホールディングスが独自に行うフェアトレ

ードのシステムについての説明を受けた。

後者の講義では、彼が日本で働く理由や、

アフリカ地域の発展についての彼の考えを

伺った。 

評価 

㈱ゼンショーホールディングスのフェア

トレードシステムと、そのシステムの利点

を理解した。現在行われているフェアトレ
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ードのあり方について考えることができた。

セバスチャンさんの講義から、日本とアフ

リカ地域のつながりを感じることができた。

また、今後のアフリカ地域の発展に必要と

なることを考えることができた。日本で働

くアフリカ出身の方と深く議論できる機会

は尐ないので貴重な体験であった。 

（担当：安部 美里） 

JICA 訪問 

日時：8 月 21 日 

場所：JICA 東京本部 

目的 

JICA が提供しているケニアまたはアフ

リカ全地域における教育支援活動について

学ぶ。また、そのプロジェクトがケニアと

アフリカ諸国の将来へどのように影響する

のかを理解する。 

概要 

JICA を訪れ、ケニアにおける教育改善

の立ち上げや過程の講義を小森明子さんよ

り受講し、質疑応答を行った。中等理数科

教育計画プロジェクト(the Strengthening 

of Mathematics and Science in 

Secondary Education “SMASSE”)につい

て多くのことを学んだ。 

評価 

SMASSE は約 15 年間続いており、今年

末に締結する予定である。ケニアの初等学

校とアフリカ全域の学校に渡って拡大され

ており、さらにアフリカだけでなく、アジ

ア（マレーシア）との連携もある。分科会

のために有力な情報を得ることができ、貴

重な学習機会であった。 

（担当：照喜名 流風） 

JETRO 訪問 

日時：8 月 21 日 

場所：JETRO 東京本部 

目的 

日本は、ケニアから主にコーヒー、紅茶

を輸入し、車を輸出している。日本とケニ

アの大きな貿易格差をどうすれば縮小でき

るかについて考えるための情報を得る。ア

フリカ諸国の中で経済成長が目覚ましいケ

ニアと日本のこれからの貿易の動向につい

て考える。 

概要 

JETRO は日本企業の海外事業展開や外

国企業の日本への誘致、開発途上国の支援

と研究等を行っている。実際に JETRO が

どのような活動を行っているのかについて

の話を伺い、新しいケニアの可能性につい

て議論を行った。 

評価 

JETRO の役割について教えて頂き、日

本企業のケニアへのアプローチの仕方につ

いて理解できた。日本とケニアの産業につ

いての議論では、ケニアの新しい貿易の可

能性を考えることができた。例を挙げると、

日本はケニアから切り花をオランダ経由で

のみ輸入しているという情報を訪問前はも
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っていたが、直接ケニアからも輸入してい

るという事実を伺った。多くのケニアから

の輸入品がフェアトレードを介して日本市

場で流通しているとのことなので、今後そ

のような事例が拡大すれば貿易格差問題の

解決にもつながるだろう。 

（担当：佐藤 寿樹） 

IBM 東京基礎研究所訪問 

日時：8 月 21 日 

場所：IBM 東京基礎研究所 

目的 

日本などケニアよりも発達している国々

の IT 情勢を知る。IT の分野において、世

界的に有名な企業を訪問することで、新た

な知識を得る。日本がどのように IT 界に

名をあげたのか、また、その高い技術力を

生かして、世界が直面している様々な問題

にどのように取り組んでいるのかを知る。

IT 化がどのようにして進むのかについて

考える。 

概要 

IBM 東京は「より賢い街づくり」の開発

の計画を進めている。この 1 つの例として、

ケニアの交通渋滞を解消すべき計算と分析

のシステムについて話を伺った。このプロ

ジェクトでは道路にカメラを設置しこれを

分析することによって、また過去のデータ

を利用してどのような交通規制が有効的な

のかなどを調べている。 IBM アフリカで

も地域の企業や大学と連携することによっ

て企業理念を達成しようと試みられている。 

評価 

IBM 職員の方々の素晴らしいプレゼン

テーションに深く感心し、IT に関してとて

も興味を持つようになった。技術がどれほ

ど進んでいて、それによってどのように

様々な問題が解決されているのかを実際に

見ることができ、貴重な体験だった。 

（担当：杉村 亜美） 

横浜市立神橋小学校訪問 

日時：8 月 22 日 

場所：横浜市立神橋小学校 

目的 

TICAD の開催などを通してアフリカ諸

国の存在感は日本国内で年々増しており、

それに伴い、いわゆる国際社会教育の内容

も、西洋文化偏重のものから、アフリカ諸

国にも目を向けたものへと変化を迫られて

いる。そんな背景で、横浜市立神橋小学校

では垣崎校長が中心となり、「地球市民教

育」を推進している。今回の訪問では、実

際にどのような形で普段は馴染の尐ないア

フリカ文化を児童に紹介するのかを学ぶと

共に、ケニア側実行委員と一緒に児童と交

流することで、国際教育の一端を担う。 

概要 

横浜市立神橋小学校の児童と一緒に”

Jambo Bwana”という歌を歌い緊張をほ

ぐしてから、ケニアの位置や自然、使用さ



第 2 章 企画・訪問活動報告 

21 

れている言語等の基礎知識について紹介し

た。ひとしきり質問を受けた後には、中庭

で”kati”というドッヂボールの様なケニ

アのゲームをして交流をした。昼食も一緒

に食べ、アフリカに関するたくさんの質問

を受けたので、日本側実行委員の通訳を介

しながら、1 つずつケニア側実行委員が回

答をした。一連の児童との交流の後には、

垣崎校長から、神橋小学校のグローバル教

育に向けた取り組みの数々について、スラ

イドを用いながら説明して頂いた。 

評価 

訪問するまでは、自分たちと異なる人種

の学生を見て児童が怖がるのではという心

配もあったが、それは全くの杞憂だった。

質問がこれでもかという程あり、児童の関

心は非常に高かった。訪問直前にも JICA

研修員との交流があったとのことで、そう

した機会通じて、普段から国際的な視野に

触れているからこそ、このような折に相手

に聞きたいことが生まれるのだと思う。 

（担当：溝口 聡美）
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アフリカのグローバル化   有賀 康祐  安部 美里  Nzilani Muia 

I. 導入 

なぜグローバル化を考えるのか 

アフリカ諸国の多くはまだ歴史が浅い。

1960 年が「アフリカの年」と呼ばれるよう

に、多くの国家が独立したのは 1960 年代

である。それ以前は欧州諸国の植民地とし

て支配されていた。支配下からの独立によ

って、他国と対等な関係が築けるようにな

ったとは言い難い。独立はゴールではなく、

次のステップへのスタートある。そして、

その次のステップこそがグローバル化だと

考えた。 

「グローバル化」の定義 

ある国家がグローバル化するとは、他の

国家と対等な立場で関係を築くことだと考

える。つまり、グローバル化を遂げた国家

間では、互いに利益を得ることができる、

いわゆる「Win-Win の関係」が築かれると

いうことだ。今日、グローバル社会という

言葉をよく耳にするように、世界はグロー

バル化したと言われている。しかし、この

定義を前提とするならば、アフリカ地域を

はじめとして、グローバル化を遂げていな

い国家は多く存在するのが現実である。 

アフリカがグローバル化を遂げるために

は 

他国家と対等な関係を築くためには、国

家の成長が必要不可欠である。そこで、ア

フリカ国家の成長を考えるにあたり、以下

の 2 つの問題を提起した。①発展を支える

ことができるアフリカの強みは何か。②発

展する上で克服しなければならないアフリ

カの弱みは何か。私達が出した①に対する

答えは、豊富な観光資源に恵まれているこ

とである。②に対する答えは、第 2 次産業

の欠如である。これらについてⅡ章、Ⅲ章

でそれぞれ詳しく述べる。 

また、①の答えが「観光業」ではなく「観

光資源」に留まることと、②の答えに挙げ

た第二次産業の欠如に共通するキーワード

を挙げることができる。それは「インフラ

整備」である。潜在能力のある観光資源を

十分に活用できていないのはインフラが整

っていないことが理由として考えられる。

観光業を強みとしていくために整備が必要

不可欠である。また、第二次産業の発展の

ためには、原料または加工品の輸送のため

のインフラ整備が欠かせない。そのような

考えから、Ⅳ章では国家の成長の土台とな

るインフラについて述べる。 

II. アフリカの強みを生かす    

～観光業～ 

アフリカの観光業 

世界中に類を見ないほど多種の野生動物

を見ることができるアフリカは、観光地と

して知られている。国立公園や保護地域な

どは世界自然遺産にも登録され、それらは

観光業を担うと同時に、国の経済成長にも
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貢献するほどの影響力を持っている。豊か

な潜在能力を最大限に活かせるような周辺

環境が整えば、観光地としてさらに進化が

望め、国全体の成長につながるであろう。 

ケニアの観光資源 

アフリカ大陸の東海岸に位置するケニア

は、インド洋に沿って 480km も続く海岸

線を有している。美しいサンゴ礁が広がり、

世界三大ダイブサイトのひとつとして知ら

れている。また、動物観察の機会に非常に

恵まれている。平原地帯、サバンナでは多

くの大型動物を目にすることができる。ケ

ニアには、16 の主要な動物生態系があり、

これらは国立公園、国立保護区、そして動

物保護区として、それぞれ国、地方自治体

により管理されている。 

密猟の脅威 

アフリカでは、野生動物、とりわけサイ

とゾウの密猟が行われている。これらの密

猟の背景には、ベトナムや中国などにおけ

る象牙の需要がある。ケニアでは一週間に

2 頭の象が密猟によって殺されており、金

より高価なものとして闇市場で取引されて

いる。世界自然遺産にも登録されるほどの

国立公園や保護地域は、アフリカの観光業

の要となっているため、密猟は観光業へ大

きな影響を及ぼしかねない。さらに、観光

業の影響は国全体の経済にも及ぶと懸念さ

れている。 

III. アフリカの弱みを克服する   

～第二次産業～ 

第二次産業成長の必要性 

アフリカ諸国の多くは天然資源に経済を

成り立たせており、第一次産業に頼ってい

る形となっている。そのような状況下で、

ケニアは大きな油田や鉱物資源には恵まれ

ていないため観光業や IT セクターの様な

第三次産業の強化を図ってきた。そのどち

らも成功してはいるが、雇用不足や国内需

要の低迷を改善し、経済的により強い基盤

を築くためには第二次産業の成長も欠かせ

ない。 

若者と雇用 

若者の技術習得・貧困・高い失業率は国

際的に重大な問題である。ケニア国内でも

初等から中等におけるポスト基礎教育への

要望や、若者の雇用の改善のため、「就職

のための技術」教育の協議が推し進められ

ている。協議では技術習得に重点を置いた

ポスト基礎教育が若者の失業率を減らすと

考えている。2007 年選挙での暴動を受けて、

ケニアの政策における若者の雇用問題の重

要性はますます高まっている。2011 年時点

で、40%近い若者が就職できず教育も受け

ていなかった。その結果、非正規雇用が

80%近くを占めるようになった。教育と雇

用の関係は複雑かつ不明瞭ではあるが、若

者の工芸・技術習得などのポスト基盤教育

はケニアの若者を取り巻く雇用問題を解決

する可能性を秘めている。 

ジュア・カリ－ケニアの非正規工業 
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 ジュア・カリとはスワヒリ語で「熱い太

陽」という意味である。作業場や重機を使

わず「熱い太陽」の元で機械工や溶接工、

木工、商人が働いている非正規の工業地域

一帯がジュア・カリと呼ばれており、専門

教育を受けていない技術者や商人による複

雑な自治集団により成り立っている。遡る

と、国際労働機関に低コストで雇用を創出

し GDP を伸ばせるとアドバイスを受けた

ケニア政府が 1960 年代に立ち上げた。国

民の収入の 50%以上を創出する重大産業

にも関わらず、数十年間にわたって国から

忌み嫌われ、無視され、下層階級として扱

われた。2 年前に漸くケニア政府はジュ

ア・カリを熟練した労働力の元として見直

し、成長を支援するために助成金を配分す

るなどして、立場を改めた。 

技術革新 

 ケニア政府は経済成長を加速させるため

に、科学・技術・イノベーションを推進す

る政策立案や法律整備を進めている。実際、

経済を近代化し、生活水準を引き上げ、統

治機構を再建するために、科学やイノベー

ション分野において大きな前進を見せてい

る。「国土の大部分で発生している大規模

洪水はより良い技術によって対応出来得る。

また、気候変動や長期停電を解決するため

に、再生可能エネルギーにおける技術革新

が必要である。」「サブサハラアフリカの

一員であるケニアは干ばつ・洪水・熱帯病

を含む気候変動による異常事態に悩まされ

ている」「学術機関はイノベーションを商

業化することで若者の雇用を創出するため

に、民間企業との協力体制を整えるべきで

ある。」「科学・技術・イノベーションは

ケニアの財政責任と統治を改善し、貧困か

ら解放するだろう。」ケニア政府は国際会

合の合意に即して、科学・技術・イノベー

ション政策の草案を練り上げ、それを推進

するための持続的な財源を探してきた。 

IV. 輸送インフラの整備 

輸送インフラ 

 アフリカ諸国は、先進諸国がまだ援助に

精を出していた 1960 年代後半から、中国

からのアフリカ道路建設への投資を歓迎し

てきた。しかし、最近になってアフリカの

人々は、国内に技術が移転されない・賃金

が適当でない・中国移民に雇用を奪われる、

といった理由から中国の投資に疑念を抱く

ようになった。とはいえ、輸送インフラ建

設の優先順位が下がるわけではない。むし

ろ、現在のアフリカ諸国が国際化するため

にインフラの整備は大変重要である。なぜ

ならば、インフラの整備こそがアフリカの

生活水準と国際市場での競争力を引き上げ

ると同時に新たな雇用を生み出すからだ。

特にケニアの場合では、インフラを整備す

ることで観光資源の利用を最大化し、第二

次産業を強化することができる。そして、

この流れで日本にできることは大きい。 

観光業のためのインフラ 

 観光業の観点からも、より便利な輸送イ

ンフラの整備は要である。ケニアには多く

の有名な国立公園が存在するが、その道路
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環境の悪さ上に、一般の観光客には容易に

訪れられない。一例として、トゥルカナ湖

国立公園に行くためには道路が整備されて

いないため、25 万円程かけてチャーター機

を手配する必要がある。25 万円というと日

本からケニアへ行く航空券よりも高い。ま

た、もしもの時に、悪路のために都市病院

にアクセスし辛いことは、観光客に遠出を

ためらわせ慎重にさせる要因にもなるだろ

う。実際、万が一野生動物に噛まれでもし

たら狂犬病を発症しないように 24 時間以

内に病院に行く必要がある。こういった理

由から上質なインフラの建設はケニアによ

り多くの観光客を誘致するために大きな働

きをするだろう。 

第二次産業のためのインフラ 

 第二次産業の成長のためにもインフラの

整備が欠かせない。道路環境が悪いせいで、

アフリカ諸国の物価というのは意外にもあ

まり低くない。ひとたび雤が降れば道路は

水たまりで一杯になり、車両は回り道を余

儀なくされる。晴れていたとしても、多く

の道路は舗装されていないため、日本の高

速の半分の速度で走るのが関の山である。

こうした务悪な道路環境が卸売価格に余計

な中間輸送コストを上乗せし、結果として

第二次産業成長の足かせとなってしまって

いる。同じ理由で、多国籍企業も工場をア

ジアからアフリカに移そうとしないため、

いつまでたっても技術がアフリカ大陸に流

入しない。したがって、莫大な雇用を生み

出し、国内に富を蓄積させる第二次産業が

発展せず、雇用率は低迷し続け経済が安定

しない。強固なインフラの建設が、第二次

産業を刺激し、アフリカ諸国を強くする第

一歩である。 

ケニアと日本の関わり 

 前述の通り、アフリカ諸国と中国の関係

性は弱まりつつある。したがって、日本と

しては新たな関係を築くのに絶好の機会な

のである。実際に、本会議中に訪問しお話

を伺った阪神高速道路株式会社は今年モン

バサ港周辺の道路建設に関するコンサルタ

ント業務を受注した。モンバサ港はケニア

で人気のリゾート地であると同時に、東ア

フリカ要の国際港である。日本の成熟した

道路管理や労働環境管理などのノウハウの

移転に成功しているため、阪神高速(株)は

ケニア政府から非常に良い評価を受けてい

る。インフラの整備は観光業と第二次産業

のためになるばかりか、経済全体の起爆剤

となる。人々が学校や病院に行きやすくな

ることは、卖純にアフリカ諸国の人々の生

活水準を大幅に改善するだろう。もし日本

企業が阪神高速(株)の例のように事業をア

フリカ大陸に展開できたら、アフリカ諸国

と日本、共に大きな利益を得ることができ

る。そして、ケニアのビジョン 2030 を達

成するためにはそれを実行に移すべきであ

る。 

V. 結論 

 アフリカの国際化という議題は無数の項

目を含むため、この報告書ではケニアの例

を通してアフリカ一般について議論した。

国際化するために、すなわち他国と対等な
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関係を築くためには、何か、他国に提供で

きるような強みをもち、最低限自立できる

ように弱みを改善することが必要である。

ケニアの例では、セクション II, III で議論

したように、これらは観光業と第二次産業

の強化に帰結した。そして、セクション IV

では上記の戦略の実行における輸送インフ

ラ建設の重要さを確認した上で、日本企業

がアフリカに事業を展開しアフリカ諸国と

共に利益を得られることを明らかにした。

2013年横浜で開かれたTICAD Vを契機に、

日本政府はアフリカ諸国との関係強化に意

を向けている。両国は迷わずこの好機に乗

るべきである。それがアフリカ諸国にはも

ちろん、日本にとっても国際化への大きな

一歩となるだろう。 
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貿易関係           佐藤 寿樹  古賀 悠美子  Everlyne Nyachienga 

本分科会では、日本とケニアにおける新

しい貿易の可能性について議論した。本会

議中には、「貿易」に関わりのある(株)ゼ

ンショーホールディングス、JETRO を訪

問し、事業担当の方から日本ケニア間のフ

ェアトレード、貿易の話を伺った。 

(株)ゼンショーホールディングスではコ

ーヒー、紅茶を輸入する際に、フェアトレ

ード協会の認証は受けてはいないが、フェ

アトレードの手法で輸入し、輸入商品を日

本の消費者に販売している。フェアトレー

ド協会の認証を受けるたに必要な費用や手

間を省くことで、生産者の労働により見合

った対価を支払うことができると同時に、

費用が軽減できるメリットがあるというも

のだ。 

JETRO では切り花についての話を伺っ

た。切り花がケニアから日本へ輸出される

場合、オランダを経由していることが多く、

日本の消費者には切り花がケニア産か分か

らないことがある。しかし、JETRO で取

引されるケニア産の切り花は直接日本へ輸

出されるため、運輸費用を省ける仕組みに

なっている。 

このように、今までは得ることがなかっ

た知識や事実を知ることができ、分科会で

の議論を深めることができた。日本ケニア

間の貿易において、日本の輸出額がケニア

の輸出額より圧倒的に大きく、ケニアの輸

出品を日本に積極的にアプローチしていく

必要があるという結論に至った。それを実

現する 3 つの方法を以下に提案する。 

ケニアには M-PESA という便利な電子

マネーシステムがある。これは、アフリカ

の大きなモバイル会社であるサファリコム

が展開している送金システムである。送金

者はまずサファリコムへ預金する。その後、

各地に多数存在する M-PESA の窓口で、

送金相手の電話番号を伝えると、送金が完

了する。受け取りの際は、送金者の電話番

号を用いた確認によって送金を受け取るこ

とができる。このシステムを利用し、多く

のケニア人大学生は、大学の授業料支払い

を行っている。銀行の ATM で発生する手

数料も不要で、なおかつ、いたるところに

M-PESA の窓口があり、手続きも簡卖であ

る。日本にもこのシステムを輸入し、ケニ

アで多くの人が利用しているように身近で

便利なシステムとして発展させるのはどう

だろうか。 

次に、ケニアでは多くの穀物を生産して

おり、ケニア内で供給超過のじゃがいもを

隣国ソマリア等に支給している。もし、ケ

ニアがより多くの穀物を海外、日本に輸出

していくことができれば、農村部の収入は

拡大し、都市部との収入格差を縮めること

ができるのではないかと考えた。近年、格

差の広がるケニアでは格差問題の解決につ

ながる貿易の形が必要である。 

最後に、ケニアの音楽を輸出することを

考える。ケニアのルオ族のニャニティ奏者
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として有名な女性がいる。アニャンゴ氏は、

日本国内のイベントでも演奏を行っている。

このような活動をする人も増えている今、

さらに日本へアフリカ、ケニアの音楽が流

れ込めば、人気も上昇し、アフリカの音楽

業界が活気づくであろう。また、そこから

日本との新たなビジネスが生まれる可能性

もある。 

ここに述べた M-PESA、穀物、音楽をケ

ニアから輸出することは、今後のケニアの

経済発展や日本ケニア間の貿易の更なる活

性化だけではなく、国同士のつながりをよ

り深いものにするであろう。
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IT                       杉村 亜美  内田 あす香  Zjukamu Riki 

この分科会は当初「IT and media」であ

ったものを「IT」に変更した。IT というト

ピックは既に幅広い分野をカバーしており、

これを調べていくうちに media にまで手

を出せそうにないと判断したこと、また IT

と media の関連づけが難しかったことが

理由である。 

 IT という分科会の中で私たちは IT を 3

つの軸に細分化した。「ケニアでの IT 化

について」「IT による諸問題の解決」「デ

ィジタルディバイド（情報格差）をどう解

決するか」だ。 

  最初の軸については、ケニアという国の

IT は、私たち日本人が思っているよりも実

際は発達しているということに焦点をおい

た。次の軸は、私たちが現在面している様々

な問題を IT によって解決する手段はない

かということに注目した。そして、最後の

軸では、IT 化が進む中でデメリットとして

あげられる情報格差の拡大をいかになくし

ていけるかについての議論をした。それぞ

れの軸に 1 人ずつ担当をつけ、まとめたも

のを発表し合い、その後、議論をして全員

の意見をまとめるという形で話を進めた。

以下に各担当のまとめを掲載する。 

Ⅰ．ケニアでの IT 化 

内田 あす香 

 1990 年以降コミュニケーションをめぐる

環境は大きく様変わりし、インターネット

が爆発的に普及した。政府は経済全体の効

率化や新産業・雇用機会創出のため、企業

は社内および他企業とネットワークを構築

し、共にグローバル化を加速した。情報通

信技術の発達は驚異的な速度で進み、その

恩恵を私たちは日々享受している。一般市

民にとっても様々な情報通信技術はコミュ

ニケーションの手段としてより身近なもの

となった 。しかし、新しいシステムやツー

ルが誕生し続けると同時に、経済が潤う中

で失った事も多いと考える。私たちは発展

し続ける情報通信技術が世界に与える影響

について議論した。 

ケニアの携帯電話の普及率は、2009 年度

には 50％に上り、多くの携帯会社にとって

最も熱い市場の一つだ。ケニア独自の送金

サービスも存在し、M-PESA は 2011 年現

在 700 万人が利用する。IBM 東京基礎研究

所のケニアの frugal 交通ソリューション

を初め、ケニア国内の様々な社会問題を IT

で解決しようと乗り出す企業がある。例と

してウシャヒディを挙げる。ウシャヒディ

はスワヒリ語で証言という意味で、地震な

ど災害後の被害状況の集約において活躍し

ている。もう 1 つはウチャグジ。スワヒリ

語で選択という意味で不正や暴動などの監

視が主な目的であり、NGO と連携しなが

ら、Facebook などから投稿を受け付け、

事実関係を確認し警察が対応できる体制を

持つ。このような企業の様々な取り組みに

期待したい。政府等の巨大な力だけに頼ら

ず、次々と進出する民間企業や現地市民に
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様々な問題解決を託すことも経済発展や問

題解決に繋がると考えた。 

 Ⅱ．IT による諸問題の解決 

 Zjukamu Riki 

私は IT 化がどのようにはかられうるか、

また IT がどのように我々の面している

様々な問題の解決策となりうるか、につい

て述べる。ここでの解決策は日本やケニア

以外でも応用し得ると思う。 

勉強を進める中で、また企業訪問の中で、

2 つのことに気づいた。1 つ目は日本の IT

化はお金がかかるということだ。エンジニ

アの雇用は日本ではとても高価であるのだ。

これを解決するために、日本の企業は IT

市場が安く発展途上であるケニアなどの国

で雇用をすることを考えるべきだ。2 つ目

は、ケニアのような国は日本のように経験

豊富な国から学ぶ努力をするべきだという

ことだ。電波通信には、地理的な障害はな

い。これは双方に利益のあるトレードを生

み出すことができるだろう。現在、直面し

ている問題は、これをどのように実現する

かということだ。実際、これはもう進行し

ている。IBM 東京は IBM ケニアと協力し

て最新技術を使って交通渋滞を解決するべ

くプロジェクトに取り組んでいる。最近、

ケニア外交官が言った言葉に「日本はケニ

アの先進協力国である。」というものがあ

る。これらのプロジェクトは現在進行形で

あり、外交面、統合面において素晴らしい

ものであると考える。しかし、1 番の解決

法は各国の有能者の知恵を共有することだ。 

新しいアイディアはケニア、日本、世界

のどこに生まれたものでもない。それは

人々の中から生まれたものだ。しかし、時

にこの素晴らしい新発見は、どこかに隠れ

ていたり、孤立したりしているために人々

はこれに気づくことができない。もし世界

がもっと交流の機会を増やし、これらのア

イディアを見つけることができれば、IT に

よる諸問題の解決の力になるだろう。 

しかし、これをどのように実現できるの

だろう。私が人生で学んだことを 1 つ述べ

ると、教育はあらゆる扉をあける鍵となる。

もし諸問題に対する真の解決策をとりたい

のであれば、教育から始めるべきだ。 

ISIU アフリカ、アフリカ United States

国際大学 などのケニアの大学ではアメリ

カとの卖位互換制度を導入している。ケニ

アの人間科学、社会科学、ビジネスの分野

の幅を広げることに成功してきた。もし、

ケニア、日本間でもこのような卖位互換制

度が増えれば、ケニアの IT やエンジニア

リングはより発達するだろう。 

Ⅲ．ディジタルディバイド（情報格差）

をどう解決するか 

杉村 亜美 

私はディジタルディバイド情報格差につ

いて発表した。上記 2 項目では IT 化につ

いて他の 2 名が記述してきたが、私はその

IT 化には幾分かのリスクが伴うという点

に着目した。そのリスクのひとつが情報格

差というものだ。情報格差とは、情報を入

手するための能力や環境に国家間、地域間、

個人間で格差が生まれることをいう。これ
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は IT がある程度発達すると見られる現象

で、解決しなければならない問題だ。 

  図 1 は世界の国々を、情報を入手できる

人口の割合ごとに色分けをした地図だ。情

報入手能力のある人口の割合が高いほど色

が濃くなっている。これを見てわかるよう

に、国や地域によって情報入手能力に大き

な格差がある。 

図 2 は 1997 年から 2007 年にかけての

100 人あたりのインターネット普及率のグ

ラフだ。青が先進国、赤が発展途上国、緑

が世界の平均を表している。1997 年の地点

での格差と 2007 年の地点の格差を比べる

と大きく開いてしまっていることがわかる。

これは、一度情報格差が生まれてしまうと

その格差は IT 化が進むに連れて広がって

しまうという悪循環を示唆している。これ

らは国家間の情報格差を示すグラフだが、

地域間、個人間においても、身体障害者や

老人、貧困層などが情報弱者となることに

よる情報格差などが存在する。 

こうした問題を解決するためにはどうす

ればいいのか。 

まず、インフラ整備があげられる。IT 化

はある程度発達すれば自ずと発達できる域

に達する。この地点に情報弱者が達するこ

とができるようなインフラ整備が必要だ。 

次に、研究機関への投資があげられる。

例えば先述したように私たちが訪問した

IBM に投資すれば IT 化がどの程度の格差

を生み出しているのか、どのような対策が

立てられるのか、などを研究することがで

きる。こうした投資によって格差のない IT

化をはかれるのではないか。 

 最後に幅広い教育を挙げたい。情報を入手

できても利用できない人々に向けての教育

が必要なのと同時に、情報が利用できる層

にも正しい教育が必要だと感じた。 

この IT の勉強をすすめていく過程の話

し合いで、私が IT 化にはリスクがあると

いう話をした時に、ケニア人に「IT 化にリ

スクなんてない。」と否定された。彼は情

報格差や個人情報の流出などについては無

関心で、やみくもに IT 化を支持していた。

今や首都を中心に大きく発展しているケニ

アだが、同じケニアの中でも貧困層が情報

を入手できないことに関しては、お金がな

いのだから仕方ない、それは IT 化がいけ

ないのではなく経済や社会の問題である、

ということだった。そのように IT 化や近

代化だけを盲目的に追求していくようでは

情報の格差は広がるばかりだ。情報を入手

できる人々にも、情報弱者の存在や IT 化

の負の側面などに関する教育が必要だと強

く感じた。発展途上国の IT 化が強く叫ば

れる中で、こうしたリスクを考慮した上で

賢い持続的な発展を進めて行く必要がある。 

参考文献 

財団法人 国際協力推進協会『開発途上国の

IT 政策と国際協力』, (国際協力推進協会), 

2002 年 03 月発行 

「NHK スペシャル」取材班『アフリカ 資

本主義最後のフロンティア』, (新潮社), 

2011 年 2 月発行 
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新興国におけるスマーターシティ事例:ケ

ニアの frugal 交通ソリューション, 

http://www-06.ibm.com/ibm/jp/provision/

no78/pdf/78_overseas1.pdf 

朝日新聞 グローブ 106 号, 2013 年 03 月

03 日, 朝刊, 選挙、災害情報…。様々なサ

ービス誕生 グーグルも関心を寄せるアフ

リカのＩＴ優等生ケニア 
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教育制度           照喜名 流風  溝口 聡美  Nyaranga Odundo 

Ⅰ. なぜ教育を行うのか 

Ⅱ. ケニアの教育制度と現状 

Ⅲ. 日本の教育制度と現状  

Ⅳ. 類似した課題や問題点 

Ⅴ. 協力分野  

[ 外国語青年招致事業 The Japan 

Exchange and Teaching Program 

(JET),中等理数科教育強化計画プロジェ

クト(SMASSE) ] 

Ⅵ. 今後に向けての提案 

Ⅰ．なぜ教育を行うのか 

どの国の教育制度も専門家を生み出すだ

けでなく、それらは若者たちの知力を形成

し、それは我々が考え、行動する方法に影

響を及ぼす。したがって、私たちはシステ

ムを理解し、私たち自身の未来だけではな

く、将来の世代のより良い教育を確保する

ためにそれらを改善することが極めて重要

である。 

Ⅱ.ケニアの教育制度と現状 

ケニアの教育制度は初等教育 8 年、中等

教育 4 年、高等教育・大学 4 年の 16 年で

成り立っている。2003 年 1 月にケニアの

初等教育（8 年）が無償、義務化された 

（Gichura, 2003）。 目的は、財政上の制

約のために学校へ通えない子供たちの教育

へのアクセスを改善することであった。子

供の両親は、教育が貧困を逃れる方法を提

供すると思っているため、子供たちが教育

に ア ク セ ス す る こ と を 望 ん で い た

(Gichura, 2003)。それ以来、多くの子供

たちが以前よりも小学校に入学するように

なった。幼尐期に学校へ通う機会が与えら

れなかった年配の世代の人々も教育制度の

改正後に無償で入学することができた。ケ

ニアはこれまでで最も高齢な小学 1 年生の

ギネス世界記録を保持している。キマニ・

マルジ氏は2004年に84歳で小学校に入学

した (BBC News, 2012)。マルジ氏は、初

期に学校に通わなかった理由として貧困を

あげた (Archer, 2011)。 

一方で、中等学校や大学教育は、まだ普

遍的にアクセスすることはできない。理由

の 1 つとして教育費用があげられるが、そ

れだけではなくすべての初等教育、小学校

中退者を受け入れるための中学校・高校数

が国に十分に整ってないことと、同様にす

べての中等学校卒業生への教育の発展の機

会を与える大学が不足しているという事実

もある。また、ケニアの教育システムは世

界で最も過酷なものの 1 つであるとも指摘

されている。毎年、学年の終わりに初等、

中等学校の両方で最終学年の学生のために

中等学校や大学のいずれかの進路を決定す

るための国家試験がある。これらのレベル

はそれぞれの学生に置かれる圧力が激しく、

学校組織が失敗の恐れと拒否に基づく点に

おいて指摘された (Friederiksen, 2013)。 

卒業生の実践的な技能を向上させるため

に、ケニアで新たに選出された政府は、小

学校の生徒たちのためにパソコンの使用を

導入することを決めた。すでに 6000 校の

小学校で 40 万人以上の生徒たちのこのプ

ロジェクトの初期段階への参加が決定して

いる (Oduor, 2013)。プロジェクトに対す

る疑問点と異論はまだ残っているが、多く

の人々はこのプロジェクトが成功すること

を期待している。 

Ⅲ．日本の教育制度と現状 
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日本の教育制度は小学校 6 年、中学校 3

年、高校 3 年、大学 4 年で構成されている。

最初の 9 年間(小学校・中学校)が無償の義

務教育である。この制度は 1947 年に法律

が成立し、アメリカをモデルにつくられた。

また日本の教育制度の多くの側面は、ヨー

ロッパのモデルにも基づいている。 

近年、公立小学校内での学生生活はほと

んどの部分が楽しく充実しているという意

見と同時に、新聞などのメディア上には悪

評も多々存在する。前代未聞のいじめや学

生の行動に関する問題についての記事であ

る。 

 塾や予備校は日本特有の教育文化である 

(Johnson & Johnson, 1996)。小学校や幼

尐期の塾での教育は大部分が楽しく学べる

ものだが、志望校入学のための受験戦争が

一種の文化であるため、中•高校生対象の塾

は試験に向けた詰め込み形式が多い。大半

の学生は受験への準備のために放課後は塾

での勉強に時間を費やし、厳しい詰め込み

は学生に負担をかけることもある。就職を

するにあたって、出身大学は採用の重要な

判断材料とされているため、幼い頃から学

生には受験、進学のための勉強という大き

な圧力がのしかかるという例もある

(Johnson & Johnson, 1996)。   

2002 年から日本の識字率は女性が

99.7％、男性が 99.9％と非常に高い

(Indexmundi.com, n.d.)。これは優れた教

育制度と同様に、人口のほとんどの人々が

長い時間初等教育に十分にアクセスできた

ことに起因する。 

Ⅳ．類似した課題や問題点 

日本とケニア双方の教育制度に共通する

いくつかの課題がある。各々の国の状況に

より特有の事柄はあるが、類似点に注意す

ることは重要である。いじめは両国におけ

る共通の問題点の 1 つである。日本では心

理的な性質を持ったいじめが多い。これは

時に、学生の自殺を引き起こす要因になっ

ている。その例として、三重県大津で 3 人

のクラスメートからいじめを繰り返された

後に自殺した 13 歳の尐年の例があげられ

る (Metcalfe, 2013)。ケニアでは、いじめ

のほとんどは中等学校から始まる。2007

年に発表された調査では、いじめのタイプ

で最も顕著な違いがみられ、いじめが全日

制と全寮制学校でほとんど等しく一般的で

あることが示された (Ndetei and Ongech 

et al, 2007)。いじめの流行は著しく、

63.2%から 81.8%の学生が過去 6 ヶ月の間

にいじめがあったことを認めた。 

日本では特に地方自治体とその教育委

員会に対し、いじめ問題を調査する責任を

認める法律が可決された  (Metcalfe, 

2013)。検討中である法改正と共にこの法

律は、いじめに対処するための可能性を広

げる。横浜市立神橋小学校訪問の際に、地

域の学生がいじめに対する宣言を出すため

に、学校からの代表者を選出し、セミナー

を開催していることを知った。これは卖に

教師や教育委員会だけでなく、生徒自らが

いじめ対処の活動に関与するという称賛す

べき方法である。ケニアでは、いじめの影

響を受ける人々を助ける包括的な方針を進

めるために、政府が国民と郡レベルで協力

することが有益だとされている。弱い者い

じめとそれらのいじめられる兆候に気付き、

解決策を生み出すための訓練を教師がする

ことはいじめ対処につながるとも考えられ

る。 

また、学校に通う若者にみられる落ち込

みやうつ病も両国で共通の問題となってい

る。ケニアでは、国家試験で成功するため

の圧力は強烈であり、目標としていたこと
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が達成できなかった場合、自殺する学生も

い る と い う 現 状 が 報 告 さ れ て い る 

(Wamalwa, 2013)。日本では高校生の自殺

の実例が報告されており、これらは時には

いじめに関連することがある(Westlake, 

2012)。また、雇用機会の厳しい現実が自

殺の原因になる場合もあると言われている 

(Mario, 2013)。このようなことを防ぐた

めには、幼い学生にあまり圧力をかけない

ことが重要となる。日本の場合、入学試験

のチャンスを 1 度にするのではなく、学生

が何度か受験ができるような機会を与える

べきである。ケニアの場合、第 1 または第

2 レベルであるかどうかにかかわらず、試

験だけが彼らの生活を決めるものではない

ということを認識しなければならない。試

験に失敗したとしても、失敗を取り戻すこ

と、もしくは何か他のものを追求すること

は可能である。他の職業的訓練を受けるこ

とがその例に値するだろう。 

 

Ⅴ．協力分野 

ケニアと日本の間にはいくつかの分野に

おいては、すでに教育システムの進歩を促

進させ、協力することができる。その例と

して外国語青年招致事業（The Japan 

Exchange and Teaching Program “JET”）

と中等理数科教育強化計画プロジェクト 

(Strengthening Mathematics and 

Science in Secondary Education 

“SMASSE”) がある。SMASSE は 1998 年

にケニア政府からの要請を受け、JICA の

主導のもと行われたプロジェクトである。

政府は国の開発を促進するために、理数科

教育の改善をしようと試みた。予備段階で

は、ケニアの教育提供と理数科教師のため

の研修プログラム(In Service Education 

and Training program “INSET”) として

設立された。これは地域レベルであったが、

第 2 段階でプログラムはケニア全体だけで

なく、他のアフリカ諸国にも拡大した。第

3 段階と最終段階ではこれらは小学校も含

む形に拡張された。そして、プロジェクト

は今年度末に締結する予定である。これま

での成果としては、今日では、現職教員研

修システム(104 箇所)がケニア全体で確立

されている。100 万人の学生が 4000 校の

中等学校で 2 万人の理数科教師から授業を

受けることができる。このプロジェクトは

生徒たちの知識を向上させるだけでなく、

そこから学び得たことが農村開発や工業化

の活性化に貢献することにも繋がるだろう。 

このプログラムはケニアだけでなく、ア

フリカ大陸の全域でもこれらの 2 つの対象

の範囲内で教育法を改善した。さらに、ア

フリカ大陸内での協力プログラムの立ち上

げだけでなく、マレーシアの理数科教育の

ための地域センターのように他の大陸にも

拡張している。 

 「SMASSE の成功により、教師の創意工

夫を促すことで生徒が主体的、積極的に参

加できる授業が行われるようになり、さら

に生徒の学習意欲の向上や理系科目の選択

者数の増加などが見られた。また、ケニア

政府は現職教員に対する研修の義務化を決

めている。SMASSE はケニアの自立発展

性を高めることにつながったと言える。」と

JICA の人間開発部所属で SMASSE プロ

ジェクトを担当している小森氏は述べてい

た。 

外国語青年招致事業として知られている

JET は 26 年間運営されている。このプロ

グラムは、一定の期間日本で生活し、滞在

期間中は文化交流を持つと同時に、母国語

を教えることができる大卒外国人を日本に

招聘する交流プログラムである。(主に英語

を母語とする大学卒業者を日本に招聘する。
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招聘された人々は、外国語指導助手、国際

交流員、スポーツ国際交流員の 3 つの職種

に分けられ従事する。それぞれ職種に応じ

て、小学校、中学校、高等学校、地方公共

団体の国際交流担当部局等に、それぞれ配

置されることになる。) このプログラムで

はケニア人参加者も過去に例がある。この

プログラムは大学卒業生を対象とするが、

それは同時にケニアの教員が対象であると

いうことだ。プログラム参加者は訓練を受

けた教師だけではなく、あらゆる大学卒業

生が含まれるので、若者の知恵や新しい思

考を活かし教育を改善する良い機会になる

ことが期待される。 

Ⅵ．今後に向けての提案 

外国人教師・生徒の交流の増加 

これまでに述べた通り、日本には既に教師

の交換留学制度がある。双方による承認を

基盤とした交換留学制度を行うことを私た

ちは推奨する。互いの国から教師を送り、

教育や文化的交流を図る。また、毎年 2 週

間から 1 ヶ月間の学生の交換留学を行うこ

とも有益である。交換留学の１年前に厳格

な審査の上で学生を選出し、その後、数か

月を語学力習得のための期間とする（ケニ

ア人には日本語を、日本人には英語を教え

る）。そして、それらのスキルを実際に交換

留学する際に活用する。このプログラムは

互いの文化への興味や理解を促進させるこ

とにもつながるだろう。 

大学レベルの外国関連インターンシップ 

大学生にとって、インターンシップに参

加することは一般的である。両国が協力す

れば、学生が互いの国のインターンシップ

に参加しやすくするための制度を構築する

ことができる。その試みは、文化的理解を

促進するだけでなく、経済的な関係へ通ず

る基盤の構築にも繋がるだろう。起業を考

えている学生がそのようなプログラムに参

加した場合、文化的、経済的に非常に有益

であると考えられる。 
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エネルギーと経済    坂本 ほの香  奥中 郁巳  Risa Okech 

私たちのトピックではエネルギーと経

済について議論する。エネルギーの入手の

可能性は経済成長につながり、それはエネ

ルギーのさらなる需要と消費をもたらし、

エネルギーの不足とやがてはより脆弱な経

済をもたらすであろう。ケニアと日本の経

済状況とエネルギー事情を把握したうえで、

私たちの考えを提示したい。 

Ⅰ．経済状況 

発展途上国であるケニア共和国の人口は

4430 万人。この 4430 万人のうちの 40%が

失業中で、45％が(最低限度の生活を維持す

るのに必要な所得水準を下回る生活をする

人々 一日一ドル世界銀行 )貧困水準以

下で暮らしている。ケニアの経済は第一次

産業が 24％、第三次産業が 14.8％と主に

農業が牽引しており、たとえばお茶のよう

な原料の輸出があげられる。ケニアの労働

力の 75％は農業部門に充てられている。ケ

ニアの GDP は現在約 411 億 1700 万ドル

である。 

対する日本の経済状況は、中長期的に見

ると成長率が他国に比べて低い。第三次産

業が 70％と非常に高く、続いて第二次産業

が 25％、第一次産業が 5％となっている。 

Ⅱ．エネルギー状況 

ケニアの電力の主なエネルギー源は水力、

火力、地熱である。その中でも水力が大半

を占めている。ケニアの人口は非常に多く、

そのためエネルギーの利用と保護に大きな

影響を持つ。人口が多く、農業に頼ってい

るために水資源は枯渇している。特に農村

では農業や家庭内での使用のために水資源

に頼っている。これは水資源の入手の可能

性を下げ、人口の多さはその人口に見合う

水力の供給をより難しくしている。干ばつ

の際にはこの状況は一層ひどくなる。さら

に、送電会社はケニア電灯・電力公社 1 つ

しかない。ケニア電力公社とその他民間電

力会社は干ばつの際に電力を供給するため

だけにある。これは電力の不足をもたらし、

停電の際には生産が減るため経済への影響

ももたらす。またケニアにおける電力の入

手はきわめて尐なく、電力入手率は他の発

展途上国と比較して 15%低い。 

他の主要なエネルギー源はバイオマスで

ある。ケニアではエネルギー供給の 70%を

木材や農業廃棄物などのバイオマスが占め

ている。バイオマスエネルギーの需要は供

給よりも高い。バイオマスエネルギーの供

給が 1 年に 150 万トンに対して需要は 300

万トンである。この高いバイオマスの需要

が森林破壊や浸食、干ばつと砂漠化といっ

た環境問題を引き起こしうるしこのことは

人々の農作物に影響し、経済成長にも影響

する。 

また、石油もケニアで使われるエネルギ

ー源である。そして現代のエネルギーで最

も使われている形である。ケニアのすべて

の石油は輸入されている。成長過程の産業



第 3 章 分科会報告 

40 

は輸送に大きく頼っている。このことが石

油の需要をいっそう広げる。しかしケニア

が石油の輸入に多くのお金を使っても、た

とえば 2002 年に総輸入額の 16％を石油が

占めていて、ケニアが得る外貨準備全体の

31％が石油輸入によって使用されている。

こういったケニアの経済状況のために石油

の価格はとても高く、国際的な石油価格が

下がったときでさえケニアでの価格は依然

高い。 

日本のエネルギー状況を論じるには、震

災前後の電源構成を比較する必要がある。

震災前の 2010 年の電源構成は、火力が

61％、原子力が 32％、再生可能エネルギー

は 7％となっている。しかし震災後の 2012

年には、福島の原子力発電所の事故の影響

で一時国内すべての原子力発電所が点検中

となり、不足分を火力発電で補った。よっ

てこの年は火力 92％、原子力 2％、再生エ

ネルギー6％となった。この火力の増大に

より 2～4 兆円の流出が試算されている。

また、ケニアと同じく電力会社の独占状態

という問題も指摘できる。 

Ⅲ．提案 

ケニアでは多くの人々はより食糧やすま

いの確保といった基本的な問題の解決に意

欲をもっている。このことは資源保護に関

心はないことを意味し、それゆえ、このこ

とが彼らの生活や経済発展に影響を与える。

しかし、ケニア政府が打ち出している長期

的な目標、（ビジョン 2030）の一部では、

ケニア人に高い質の生活を提供することも

目標となっている。そのために私たちがで

きることのひとつは、環境保護・資源利用

の持続性を促進することである。 

私たちは再生可能エネルギーの中でも地

熱発電を最も有効な手段だと考えるが、こ

れについてはすでに日本の企業がプラント

をケニアに送るなど、実用化されつつある

のでここでは深く言及しない。その代わり

にやや挑戦的ではあるが、太陽光発電の普

及を目指すことを提案したい。太陽光発電

は地熱以外の発電方法も開発し、多様な電

源を確保するという意味でも重要である。

太陽光発電は発電量が天候に左右されてし

まうため、電力供給が不安定になるという

点が日本ではデメリットとされている。し

かし、ケニアにおいては 1 日に 2 度ほど停

電が起こるなど、電力の絶対量が不足して

いる状態であり、そもそも日本とは状況が

異なる。よって、停電時のバックアップと

しても太陽光発電は有効である。 

しかし、太陽光発電を普及させる上では、

蓄電技術の発達やスマートグリッドの構築

といった課題もまだ残っている。本会議中

に訪れた NGO グリーンピースで話題にの

ぼった、固定価格買い取り制度も太陽光発

電を広く普及させる上で重要な制度である。

これは 2008 年にケニアにも導入されてい

る。このシステムは再生可能エネルギーの

使用を促進させるもので、そこから得られ

る電気を生産する人々にインセンティブを

与える。長い目で見ると、それはより安い

代替案を人々に与え、またその電気を生産

する人々に雇用を与えることになる、効果

的なシステムである。しかし、維持・継続
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する技能・技術の獲得が再生可能エネルギ

ーを担う人々に求められている。そしてま

た、システムの運営のためのインセンティ

ブを提供するための膨大な資金が必要とさ

れている。 
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成長       有賀 康祐 

第 14 期本会議では、私は事務局長から

委員長になり、開催地はケニアから日本に

移った。こうした変化を顧みると、昨年参

加した第 13 期からの時の経過にしみじみ

せずにはいられない。無事に本会議をやり

遂げた今、成長という言葉を通して今期を

振り返りたいと思う。 

猛暑に襲われた 2013 年夏、蝉時雤に囲

まれる関西国際空港にてケニア側実行委員

を迎えた。ゲートから出てきた瞬間、変わ

らぬ彼らに気づき安堵したが、数日のうち

に実感したのは昨年からの確かな成長であ

る。 

皆が将来の夢を語ってくれた。生き生きと。

日本語教師になる、音楽でスラムを救う、

駐日ケニア大使になる…。果たしてこれら

の目標は第 13 期日本ケニア学生会議を経

験せずに持ち得ただろうか。昨年、半ば興

味本位で参加していた我々にはどこかモラ

トリアムの只中といったところがあった。

時に迷い、時に驚き、そして考え直した。

ひと夏の玉響に凝縮されたそれら全ての経

験が、すなわち本会議での出会いや学びが、

彼らの成長のきっかけになったと私は信じ

て疑わない。 

一方、私はケニアを訪れてからいかに成

長できただろうか。不遜を承知で言えば、

それは世界における自らの立ち位置の再認

識と深化という形で表れたように思う。無

鉄砲にもケニアに飛び込んだ昨年夏、母国

に関する知識不足に赤面し、知っていても

正確に伝えられない言葉の壁に挫折した。

そして何より、日本や西洋とは根底から異

なるものごとの捉え方を発見した。あれほ

ど自己に日本人を感じたことはなかったし、

あれほど日本人としての自己に失望したこ

ともない。世界に堂々たる日本人になろう

と決意し過ごした 1 年間のおかげで、歴

史・政治経済・天皇制・風俗・社会体制な

ど、今年は昨年よりもずっと多くの物事の

共有に成功した。また、知識のみならず、

自らの考えをはっきり表現することで、彼

らとより強固な信頼関係を築くことができ

たと思う。目標に一歩近づいた自分なりの

成長である。 

そんな成長とは裏腹に委員長としては常

にリーダーシップや団体の決断について頭

を悩ませた。背景を異にし、多様な目標を

持った人間が寝食を共にすれば当然軋轢も

生まれるし、私自身、団体を優先するあま

り個人をないがしろにして反感を買うこと

もあった。それら全てが本会議の存在意義

や個々人の価値観を考え直す契機となった

が、残念ながら明快な答えは得られぬまま

である。そんな状況でもなんとか前に進め

たのは、協力し支えてくれた実行委員の皆

のお蔭である。どんな時でも皆が真剣だっ

たからこそ多くの困難を乗り越えることが

できたし、今になって振り返って笑うこと

もできる。それはなんとも素晴らしいこと

であろう。  

最後に、日本ケニア学生会議の活動を支

え、私たちの貴重な経験を可能にして下さ

った皆様に心の底から感謝したい。私はケ
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ニアに携わり続けたこの 2 年間を通じて自

身の中に確固たるケニア像を持つことがで

きた。そして、これから幾年の星霜を経て

も私にとってケニアは特別な国であり続け

るだろう。それほどまでに愛せる国を母国

の他に持てるということは幸せなことに違

いない。アフリカ諸国の隆盛を前に日本と

ケニアの関係は今後大きく変化してゆき、

それに伴い未来の参加者の目に映るケニア

や日本の像もどんどん変わっていくことだ

ろう。しかし、どんな時にあっても、日本

ケニア学生会議が両国交流の草分けとして、

社会にケニア像・日本像を発信する発信者

として、そして若者にとってこの上ない成

長の場として、存続し成長し続けることを

願ってやまない。 

 

2 度目の、最後の本会議 

古賀 悠美子 

関西空港で、ケニア側実行委員たちと会

って抱きしめあった時、私はすごく嬉しく

て興奮しましたが、それと同時に去年の本

会議を尐し懐かしくも思いました。ここ日

本で彼らと再会し、再び一緒に本会議を作

っていくことが信じられませんでした。で

も、いざ日本円に換金し終えたところから

私たち 14 期の本会議は始まりました。

Nzilani のスーツケースなしに（Nzilani

のスーツケースは乗換空港のミスで同便で

は日本に届いていなかった）。 

ケニア側実行委員が到着したその日、私

たちは関西空港から釜ヶ崎にあるホテルへ

移動し、まずは全員で 2 人部屋サイズの小

さな部屋で集まり晩御飯を食べ、自己紹介

をしてすぐに寝ることにしました。これが、

私たち 14 期本会議最初の日。次の日は、

釜ヶ崎でフィールドワークをしましたが、

正直、私はそこでの現状を知れば知るほど

ショックを受けました。私は大阪で育って

いながら、釜ヶ崎に住む人たちが差別され

ているということだけ知っていて、なぜか

理由も知らなければ、歴史も何も知らなか

ったからです。この本会議の前日に夜回り

をさせてもらったときに、直接路上に横た

わる人たちと尐しだけれど話すことができ

ました。これはケニア側実行委員だけでな

く日本側実行委員にとっても日本経済のネ

ガティブな面を見るとても貴重な経験とな

りました。 

今期の本会議を通して、私は様々な企業

や多くの人々に支えられていたなと改めて

実感しました。阪神高速(株)、(株)ゼンショ

ーホールディングス、JICA、JETRO、NGO

グリーンピースさんのような日本企業の方

たちから、どのようにアフリカ、とくにケ

ニアへアプローチしていこうとしているの

かお話を聞くことができました。それから、

広島に投下された原子爆弾についてのお話

を住廣さんから、釜ヶ崎の歴史や現状につ

いては友岡さんから詳しくお聞きすること

ができました。さらに、吉川さん一家、山

口さん一家にはホームステイであたたかく

迎えていただきました。こういったすべて

の人たちの支えがなかったら、私たちの本

会議は実行することができませんでした。
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本当にありがとうございます。私が思うに、

本当にハードなスケジュールだったけれど、

これも自分たちが学びに関して貪欲である

がゆえであって、たった 2 週間で多くのこ

とを学ぶ機会に恵まれました。今までにこ

んな素敵な 2 週間を日本で経験したことが

ないです。日本の夏は何するにも非常に暑

く、今回の本会議中も皆ずっと汗をかいて

いましたし、長距離を重いスーツケースを

持ちながら歩きすぎて、足に痛みを感じる

メンバーもいました。そんな時は、本当に

マタトゥが恋しくなりました。マタトゥさ

えあれば、もっと痛みも疲労も伴わず、ス

ムーズに移動できただろうと思いました。 

最後に私たちはこの 14 期日本ケニア学

生会議本会議を全員で無事に終えることが

できました。皆の協力に感謝しています。

私は日本人でありながら、知らないことが

ここにはまだまだたくさんあります。しか

し、今回の本会議でそういったことに気づ

かされ、多くを学ぶことができました。 

将来、私は日本がもっとケニアに近づく

ことに協力できるような人になりたいです。

もうすぐ 3 月には大学を卒業し、会社で働

き始めますが、変わらずにケニアに関わっ

ていたいし、もっともっとケニアを日本社

会に広めていきたいです。 

 

毎日が嵐       佐藤 寿樹 

大阪、関西国際空港で、凄く特徴的な髪

形と凄く重たいスーツケースを持ったケニ

アの学生と出会ってからあっという間に 2

週間が過ぎ、第 14 期日本ケニア学生会議

はもうすぐ終わります。今年は日本での開

催で、僕自身も日本をあまり周ったことが

無く、行く場所すべてが新しく、良い経験

になりました。初めに大阪の釜ヶ崎という

日本一ホームレスの方が多い地域を訪れ、

日本にこんな場所がと驚いたと同時にネガ

ティブだったホームレスの方々への気持ち

が、彼らと接することでポジティブになり

ました。大阪から広島へ鈍行での旅はケニ

アの学生が日本は水が多いと興奮していて

日本は水が豊な国なのだと再認識しました。

広島ではホームステイ先の方が本当に暖か

く迎えて頂き、また原爆ドームや厳島神社

を訪問することができ、参加者全員良い滞

在になったと思います。京都では送り火を

見ることができ、本会議前半では本当の日

本を感じることができ非常に良い経験にな

りました。東京滞在中は多くの企業、団体

を訪問させて頂き、特に(株)ゼンショーホ

ールディングスさんと JETRO さんへの訪

問は自分の分科会のテーマである貿易につ

いて多く学ぶことができ、分科会でのディ

スカッションも順調に進めることができ多

くを学ぶことができました。シンポジウム

では新しいケニアからのトレードの可能性

について発表し、聴衆の方と良いディスカ

ッションができ、自分にとってとてもため

になるものになりました。明日の朝、牛丼

が大好きで個性豊かでおもしろいケニア側

実行委員は帰国します。本会議の期間は本

当に楽しく有意義な時間を過ごさせて頂き、

ありがとうございました。限られた資金で
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体力的に厳しい行程もあったのです、財務

担当として無事に本会議を終えることがで

き本当に良かったです。最後までついてき

てくれた日本ケニア学生会議の参加者のみ

んな、本当にありがとうございました！ 

 

日本との出会い    安部 美里 

約 2 週間の本会議期間で、大阪、広島、

京都、東京、横浜の 5 都市を巡った。ケニ

ア側実行委員と共に、日本を歩いたことに

よって、19 年間暮らしてきた日本という国

を改めて見る、感じることができた。「改

めて」というよりも、しっかりと向き合う

のは「初めて」という日本もあった。例え

ば、大阪で訪問した釜ヶ崎地区。そこは日

本最大の日雇い労働者の街であり、夜にな

ると建物の影や公園には多くの人が横たわ

っていた。日本にもこのような場所がある

のか、という衝撃が大きかった。「釜ヶ崎

を作り上げているのは、そこに住む 3 万人

ではなく、釜ヶ崎以外の日本に住む 1 億 2

千万人なのだ」という支援者の方の話が非

常に心に響いた。日本人の先入観、無関心

という日本の負の部分、腐の部分を考えさ

せられる機会となった。 

また、ケニア側実行委員と共に過ごした

時間で、文化というものを深く考えること

ができた。日本人が普通だと考えている行

為や気にも留めないようなことを「なぜ？」

と質問される。当たり前と思っていたこと

に疑問を投げかけられると、初めは何度も

返答に困っていた。しかし、そのような会

話を繰り返すうちに、彼らが不思議に思う

ことこそが日本の文化なのだろうと思うよ

うになった。ケニア側実行委員が日本の文

化を理解しようとしてくれたことで、私自

身が新たな発見をする機会となり、自分が

持っていながら、とても身近にありながら、

今までしっかりと見つめたことがなかった

日本の文化と向き合うことができたと思う。 

本会議の開幕前は、ケニア側実行委員と

過ごす時間を通して、今まで遠い存在であ

ったケニアという国、ケニアの文化を知り

たいと思っていた。しかし、実際にはケニ

アよりも、むしろ日本のことを知ることに

なった。今まで自分がこの国を知らなかっ

たということを痛感し、多くの新しい発見

や出会いによって、日本を見る、感じるこ

とができた。 

約 2 週間の本会議を終えた今、振り返っ

てみると、本会議中のすべての瞬間におい

て、周りには JKSC の素敵な仲間がいた。

この仲間達と過ごした時間は、私の一生の

財産となると思う。これから、この大きな

財産を大切に、新たに発見した日本と向き

合っていきたい。 

最後に、JKSC を通じて出会った全ての

方に、私達の活動を支えて下さった全ての

方に、心から感謝したい。Asante-sana! 

ありがとうございました。 
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本会議で学んだ数々のこと 

杉村 亜美 

2013 年 8 月 12 日から 26 日まで、私は

JKSC の一員として日本で開催された本会

議に参加した。この会議中、私たちはフィ

ールドワーク、企業訪問、観光などといっ

た様々な活動をした。アフリカの友達がで

きたのはこれが始めてであり、とても貴重

な時間を過ごせた。 

私たちが最初に訪れた場所は大阪である。

釜ヶ崎という日本のスラム街に行き、ホー

ムレスの人々の生活を見た。また、そうい

った人々が希望を持ち元気に過ごす手助け

をしている人々にも会うことができた。そ

こでホームレス出身のご老人の方々による

劇も見せてもらったが、とても素晴らしく、

劇をやっているみなさんもとても生き生き

して見えた。日本人でありながら、私は日

本にスラムがあることをそれまで知らずに

いた。 

また本会議中、私たちはいくつかの企業

に訪問させていただき各分科会について学

び討論する機会を得た。私は企業訪問から

たくさんのことを学んだ 

特に、フェアトレードについて学べた

(株)ゼンショーホールディングスさんへの

企業訪問が印象に残った。私はフェアトレ

ードというものをあまりしっかり理解して

いなかったので、プレゼンテーションでフ

ェアトレードそのものについてや、独自の

方法を学べたことは私にとってとても大き

かった。また、今まで私がアルバイト先で

食品廃棄をたくさん見てきたこともあり、

こうした廃棄をなるべく減らすために各店

舗へ送る原材料を調整するテクノロジーに

とても感心した。 

勉強会や討論、企業訪問から学ぶことも

多かったが、観光や卖純に異なる大陸から

来た友人たちと共に一緒に過ごせたことに

よって学ぶことが一番多かったと思う。今

年の本会議は日本開催であったが、ケニア

の文化についても学ぶことができた。中で

私が最も気に入ったのは「ポレポーレ（ゆ

っくりゆっくり）」という言葉だ。日本人

はいつも急いでいるが、たまに立ち止まっ

てこの素晴らしい言葉を思い浮かべること

ができるとなにかいいことがあると思った。

また、ケニア人と共に日本の観光をすると

いう体験もとても楽しむことができた。広

島県に行ったのはこれが始めてであったが、

自分の目で原爆ドームを見てとても気持ち

が動かされた。今まで話を聞いたり教科書

で見てきたりはしたが、実際にどれほどの

被害をもたらしたかをその地で見て感じる

と、悲しみと恐怖におそわれた。他にも宮

島や京都、横浜も観光したがどこもとても

素敵であった。 

私は本会議を通して、日本のことについ

て初めて知ることがとても多かった。自分

の祖国への無知さが露呈した。次に海外か

ら友達を呼ぶ時にもっとちゃんと紹介でき

るように日本について学ばなければならな

いと痛感した。外国人が日本に対してどの

ようなイメージを抱き、また実際に日本に

くることによってどのような印象を持つの
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かということも知ることができておもしろ

かった。それと同時に、ケニアの文化を知

り、自分が思っていたよりもずっとケニア

という国は発達している国なのだというこ

とも知ることができた。さらに、様々な企

業が日本とアフリカを繋ぐべく独自の取り

組みを試みていることも知ることができた。

この本会議では本当にたくさんのことを学

ぶことができた。このことを私はいろんな

人に伝えていきたい。これが今の時点で私

ができることだと思う。そして日本ケニア

双方のJKSCメンバーが未来の日本とケニ

アを繋ぐ架け橋になれればと思う。来年ケ

ニアに行くのを心から楽しみにしている。 

 

14 期の活動を終えて 溝口 聡美 

私は、諸事情により、日程の半分も参加

できなかったが、毎日予定がぎっしり詰ま

っており、あっという間の本会議だった。

ケニア出発直前にナイロビのジョモ・ケニ

ヤッタ国際空港の火災があり、どうなるこ

とかと胃がきりきりしたが、ケニア側実行

委員と連絡もすぐとれ、無事皆が来日でき、

ほっとしたところから始まった。JKSC に

加入したときもだが、実際にケニア側実行

委員たちとこうして本会議をともにし、ケ

ニアが身近に感じられるようになった。今

後、ケニアと直接仕事で関わることは無い

かもしれないが、今回出会えた実行委員た

ちを含め、ケニアと何かしら関わっていけ

たら嬉しい。 

 1 番私の心に残ったのは、横浜の神橋小

学校訪問だ。小学生と皆でケニアの歌をス

ワヒリ語で歌ったり、ケニアの紹介をした

りした。このような経験は今まで何度かあ

るが、その後した皆でのボール遊びははじ

めての体験であった。小学生たちもケニア

側実行委員、日本側実行委員も皆一緒にな

って遊んでいたが、とても楽しそうで、こ

ういう交流のかたちも良いなと感じた。日

本側委員長の有賀が、「言葉が違ってもこ

うやって楽しく交流ができる」という旨の

ことを子ども達に話していたのも印象深か

った。また、別のところで似たような企画

を取り入れてみたい。他にも、JKSC の活

動を通して得られた多くの経験を、今後活

かしていきたい。 

 改善すべき点も多くあったが、それでも、

無事本会議を終えるができ、充実したもの

であった。日本ケニア学生会議の本会議は、

今年で 14 回目の開催。ケニア出身の学生

と日本出身の学生がこのように交流を持て

る機会は残念ながら殆どない。今後も、こ

の活動を続けていって欲しい。 

 最後に、ケニア側実行委員には是非また

日本に来てもらって、船岡温泉（京都の銭

湯）に今度こそ一緒に行ってみたい。皆、

またどこかで会えますように。私が参加し

てからの活動は、4 ヶ月ほどではあったが、

とても濃い時間だった。皆と出会えたこと

を嬉しく思う。また、多くの方のご協力な

しには、この本会議は開催出来なかった。

改めてお礼を言いたい。 
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本会議での学び    奥中 郁巳 

17 日間の本会議を経て、企業訪問や各地

でのフィールドワーク、ディスカッション

を行い、様々な貴重な経験をさせてもらっ

たが、その中でも 2 点強く感じるところが

あった。 

1 点目は「自らの日本についての知識の

欠如」。ケニアメンバーに尋ねられても十

分な返答ができなかったのだ。当然英語力

の不足も関係あろうが、それ以前に日本語

でも説明できない部分がしばしばあった。

今回は日本開催で当然日本各地を訪問する

ことになったが、社会問題でいうと日雇い

労働の街である大阪の釜ヶ崎、歴史では原

爆ドーム、食べ物・料理に至っても説明で

きないところがあり、「I’m not familiar 

with～」と何度も返答するのが非常に歯が

ゆかった。21 年間大阪に住んでいるにも関

わらず、タブー視されていることもあり、

ほとんど釜ヶ崎の現状・成り立ちを知らず

にいた。それ故、ケニア人に日本の歴史や

社会を伝えることが今回の日本開催の主旨

の 1 つではあったが、日本人の自分自身も

また、新たに学び考えさせられる部分がた

くさんあった。 

2 点目は、「そもそもの前提の違い」で

あった。ケニアメンバーと意見が食い違っ

たり、予想もしない返答がきたり、困った

ときもあったが、よくよく聞いてみるとそ

もそもの前提、つまり両国における社会・

政治・経済・食事・環境の違いが見て取れ

た、卑近な例を挙げると、電飾に彩られた

大阪の街を歩いていて 1 人のケニア人メン

バーが「綺麗で羨ましい！」と感想を述べ

た、私は「ナイロビでも設置すればいいの

に経済力もあるし問題ないじゃないか？」

と返したが、無理だと返された。確実に盗

まれるそうだ。私はナイロビの社会状況を

考慮せず日本のそれだけに則って話してい

たのだ。故に話していて、途中で話がわか

らなくなり、後になって「なるほどー！」

と感じることが多くあった。非常に新鮮な

気持ちになる。来年はケニア開催であるの

で、今回以上によりケニアの事情について

理解しておく必要があると考える。また今

後、社会に出て外国人とディスカッション

をする機会があるだろうが、円滑にそれを

進めるためにはこういった前提は前もって

理解しておく必要があると感じた。 

ここには書ききれないほどの学び、楽し

みがあり、今後の自分にとって今回の本会

議は確実に糧になると感じると同時に、も

う既に、次回のケニア開催が楽しみで仕方

ない。 

 

ケニア人とともに 

日本を学び直した 2 週間 

坂本 ほの香 

本会議の 2 週間はケニアの学生との交流

はもちろん、日本について改めて学ぶとい

う意味でもとても貴重な時間となった。歴

史的な名所や企業、NGO など様々な場所

を訪問したが一番印象に残ったのは釜ヶ崎

だ。恥ずかしいことに、関東に住む私は釜

ヶ崎についてその地名すら知らなかった。
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ゆえになおさら、日雇い労働者の現状につ

いての友岡さんのお話とそこで見た光景は

衝撃的なものだった。あいりん労働公共職

業安定所には、その日の職を得られなかっ

た人々が、屋根があるとはいえ、ほぼ屋外

のような場所で寝転んでいた。この問題の

背景には、建設業が歴史的に労働者を使い

捨ててきたこともあるようで、根が深いと

感じた。今の日本は経済的な成長や発展ば

かりに向いているが、こうした問題に目を

そらしてはいけないし、私たちひとりひと

りが知るべきだと思った。 

もう 1 つ印象に残ったのは、原爆ドーム

と平和記念資料館だ。原爆が広島に落とさ

れた日と同じく、訪問した日が夏の晴れた

日であったためか尐しだけその日を想像し

やすかったように思う。資料館は原爆投下

直後の写真や、後遺症で苦しむ患者の写真

など直視するのも辛いような展示が多く、

胸が痛んだ。悲しい歴史ではあるが過去は

変えられないのだから、唯一の被爆国とし

て日本は平和を訴え続けていかなくてはな

らないと再認識した。今回私自身も初めて

の訪問だったが、世界中の 1 人でも多くの

人に訪れてほしいと思う。 

多くの日本人のように私も、この日本ケ

ニア学生会議に所属する前はアフリカとい

えば広大な自然と動物、そして貧困をイメ

ージしていた。実際にケニア人と会ってみ

て、マクドナルドは初めてだとか、ケニア

では 1 日に 2 度ほど停電が起こるとか、話

を聞いていて驚くことももちろんあったが、

隙があれば Wi-Fi を探して Facebook につ

なげようとするあたりは私たちと何ら変わ

らないと感じた。この団体に入っていなけ

れば出会う機会はなかったであろう、はる

か遠くのケニアの学生と知り合えたことは

私の財産となった。地理的には遠いケニア

を今ではとても近く感じる。このように個

人レベルで外国の友人を得ることはとても

貴重で重要なことだと思う。たとえば友好

関係にない国であっても、1 人でもその国

の友人がいれば親しみを感じるし、一方的

なイメージを抱くこともないだろう。国同

士を行き来することは時間や費用の面でも

難しいが SNS なども発達しているのだか

ら、こうした個人同士の国境を越えた付き

合いが広がっていくことを願うとともに、

素晴らしい機会を手に入れることができた

以上、来年自分の目でしっかりケニアを見

てこようと思う。 

 

感謝        内田 あす香 

今期本会議を通して、JKSC でしかでき

ない経験を数えきれないほどした。その中

で気づいたことの 1 つは、自分で物事のあ

りのままを見ることが大切だということだ。

そう思わせてくれた経験がいくつかある。 

中でも、釜ヶ崎の夜回りを経験したこと

は印象的だった。ホームレスの方々が街中

にいて、私たちは食事を配りながら声をか

けていった。私は今まで、釜ヶ崎のことを

「西成という危ない所」と認識していた。

訪問するまで、日本にこんなところがある

とは知らなかったので、衝撃的だった。ケ
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ニアに渡航するなら、私はキベラスラムに

行きたいと思っていた。しかし、ケニアや

途上国だけにスラムがあるわけではないし、

ただ卖純な興味本位だけで行くことは許さ

れないと思った。もしそういったスラムな

どに行く機会があれば、事前にそのことを

勉強してから訪れたい。私になにができる

のかは分からないけれど、これからは実際

に経験したことを色々な人に話すことで、

私のようにケニアのことや様々な場所で存

在している格差などを尐しでも知ってくれ

る人が増えてほしいと思う。 

ケニア側実行委員は、滞在中やシンポジ

ウムに向けての話し合いの中でも、日本の

近代的な都市の建物や電車などの交通機関

を好評していた。対して私はケニアの広大

なサバンナなど未開の土地を残していると

ころや、多民族国家であることを良いと思

う。また、格差の存在を日本だけでなくケ

ニアでも人々はあまり知らないということ

に気付いた。 

本会議中、私は日本とケニアにおけるビ

ジネスでの関わりを具体的に知ることがで

きた。今回の企業訪問で、ケニアと関係す

る仕事に実際に携わっている方々から、日

本がどのような活動をしているかを伺うこ

とができた。また、日本の企業が私たちの

生活を快適にするためにどのように発展さ

せてきたかということを知ることができ、

様々な面での質の高さに感動し、驚くばか

りだった。私は、日本の素晴らしい人材や

先進的な技術を先進国だけで成長させるの

ではなく、世界の全ての人々に広めるべき

だと思った。 

最後に、貴重な経験をさせてくれた

JKSC のメンバーと JKSC に関わってくだ

さった方々に感謝したい。 

 

日本ケニア学生会議を終えて 

           照喜名 流風 

「Karibu Japan!」関西国際空港でケニ

ア人と対面し、2 週間という長いようで短

かった本会議は私の人生の中で充実感あふ

れる機会だったといっても過言ではありま

せん。空港の到着ロビーから出てきたケニ

ア人メンバーの会議に対する希望に満ち溢

れた笑顔を今でも覚えています。 

最初の訪問先である大阪の釜ヶ崎では日

本最大のスラムを訪問して同じ国内でこん

なにも多くの人々が日雇労働によるその日

暮らしが日常という状況下で生きている姿

を目の当たりにしました。夜回りのボラン

ティアで食糧を配る際にそこで生活する

方々と話をしました。彼らへ対する同情の

涙ではなく、私自身が他国の貧困に目を向

けていて、自国の現状についてあまりにも

無知だったことに泣いてしまいました。「灯

台下暗し」ということわざがあるように、

自国の抱える問題を顧みずには、他国の問

題に着眼できない。日本の現状をもっと深

く知ろうという新たな自分に対する課題も

発見することができました。広島ではホー

ムステイ先の日本ケニア協会の吉川さん宅

で温かいおもてなしをしていただき、親睦
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を深めることができました。平和学習の一

環として原爆ドームと平和祈念資料館を訪

問しました。これまでにも多くの平和学習

を通して原爆について学んで来ましたが、

今回の訪問を通し、机上で学ぶ平和学と、

実際に現場へ行って見て学ぶのとは違いが

あり、観念論だけに留まらない平和の意義

について改めて考えさせられました。京都

では送り火やお寺、下町巡りなど日本人で

ありながら体験したことのない日本の文化

に触れる絶好のチャンスでした。東京では

主に企業や組織団体訪問と観光を行いまし

た。JICA では私が以前から関心を持って

いた教育の分野における国際協力について、

現地で活動されている小森さんに直接話を

伺い、自分の将来の目標を再確認できまし

た。 

神奈川ではグローバルな課外活動を盛ん

に行っている神橋小学校の教師の方々や生

徒さんたちと交流する機会を得ました。分

科会においても日本とケニア双方の抱える

問題や相互の国際協力について意見交換す

ることでこれからの将来に向けての解決策

を考える良い場になりました。教育という

概念は人間の生活、経済、社会を含む全て

のことにおいての基盤となるものである。

また今回の会議で気付いた点として、豊か

さを求めるために経済成長を活性化させる

ことと同時に教育問題も並行して進めてい

くことが今後の重要な課題であると感じた。 

勉強会やフィールドワークだけでなく、

観光や日常の衣食住をともにした時に会議

へ参加する際に持った目標を果たすことが

できました。それは「文化発信」です。当

たり前のように聞こえますが、本当の意味

で自国の文化を理解することができるのは

外国人と関わり、自国の文化を伝えうる時

にはじめて自己の文化を再確認できると感

じました。そして、事前合宿の時からメン

バー全員がとても個性的で、みんなで協力

して支え合って成功できた本会議、素晴ら

しい友情を築けたことが私にとって意義深

いことであり、次回への足掛かりになると

思います。今回の貴重な経験で得たことを

私自身の将来に活かして、繋げていきたい

と思います。 

14 期のみなさんに出会えたことに、そし

てたくさんのサポートをして下さった

OB,OG の方々、スポンサーの方々、私た

ちに関わって下さったすべての人々に感謝

の気持ちを持ち続けながらこれを機に、今

後もケニアとの懸け橋をより強く築いてい

きたいと思います。 

 

ビック・イン・ジャパン 

    Nyaranga Odundo 

幼い頃にアルファヴィルの"Big in 

Japan"という曲を聞いて以来、それは私の

大好きな曲になった。大学で日本について

学び始めた時、私はその曲がさらに好きに

なった。それはいつか日本を訪れたいとい

う私の夢の原動力となったからだ。その夢

が叶った今回の日本訪問は多くのことが期

待通りだった。 
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日本に到着した時、私の第一印象は「驚

き」だった。空港の中に電車があり、全て

のものがとても整っていた。イスタンブー

ルでの長い乗り継ぎ後の到着だったので、

とても落ち着きを感じた。去年の仲間であ

る康祐や悠美子に再会すると同時に、新し

い仲間 ほの香、亜美、郁巳、美里、あす香、

流風、寿樹に会えたことを嬉しく思った。 

ホテル・サンプラザでの滞在は初めて布

団を使用し、Wi-Fi を自由に使えたのが良

かった。釜ヶ崎訪問はおそらく、今回の日

本訪問の中で最も啓発的な経験の 1 つであ

った。今までは日本について考える時には

私が想像する日本のイメージと言えば技術

と超高層ビルだった。しかし、私はその日

本でさえ、他と同じような恵まれた環境に

ない人々や場所が存在するということを理

解することができた。釜ヶ崎での活動を通

じて、実際には必要である基本的なものが

備わっていない一面があるという日本の現

状がわかった。 

広島でのホームステイはとても楽しいこ

とがたくさんあった。その理由は観光だけ

でなく、吉川家の皆様がとても温かく歓迎

して下さったからだ。吉川家の皆様は英語

が話せなかったが、部外者のように感じる

ことはなく、まるで家族のようだった。 

私たちはそれぞれの分科会に関連する企

業・組織訪問も行った。その中でも最も心

に残っているのは(株)ゼンショーホールデ

ィングスである。なぜなら、そこは卖に食

事を提供する企業ではなかったからだ。ケ

ニアだけではなく、世界中の恵まれない

国々に対して公正な取引を追求するという

彼らの方針に感銘を受けた。彼らはフェア

トレードのための第三者認証を持たないが、

それは顧客にとって魅力的であるために、

フェアトレード商品の価格を低く抑えると

いうより良い考えだと思う。この訪問を通

して、フェアトレードの重要な価値とどの

ようにフェアトレードに近づくことができ

るかをケニアの人々に教えたいという気持

ちになった。 

もう 1 つの心に残っている活動は広島平

和記念公園の訪問である。以前、広島と長

崎に落とされた原子爆弾について学校で学

んでいたが、すべての犠牲者が抱える個人

の体験談を、実際に見たり聞いたりしない

限りは、被害の大きさを本当に理解するこ

とはできないと気づいた。非常に感情に訴

えかけられるこの訪問を通して、核兵器が

世界から廃止されるべきであることを私は

改めて考えさせられた。 

シンポジウム前の週末に、ケニアにいる

私の父が亡くなった。私は自分自身だけで

は強く本会議に参加し続けることができな

かっただろう。 JKSC の現役実行委員、

OB・OG、そして後藤千枝さん、皆が本当

に私を助け、支えてくれた。その時、私は

JKSC の皆が真の良き友人であることを実

感した。 

私はJKSCから期待以上のものを受ける

ことができた。様々な分野においての知識

を得ることができ、一生の友人を作り、ず

っと忘れることがないであろう素晴らしい

名所を見た。日本での本会議を大成功させ
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たと同時に、私自身の目標を達成すること

ができた。（訳：照喜名 流風） 

 

14 期本会議     Risa Okech 

トルコでの過酷な乗継の後、日本に到着

すると、日本側実行委員の温かい歓迎を受

けた。その後、宿泊先へと向かうために電

車に乗ったが、ケニアでは電車に乗ったこ

とがなく、人生ではたった 1 度、小学生の

頃にイギリスで経験しただけだったので、

とても興奮した。宿泊先のホステルに着く

と、そこで最初の日本文化、畳敶きの和室

を体験した。日本の TV ドラマで和室を知

った時から興味を持っていたので、実際に

そこに宿泊するのは楽しかった。また、日

本の宿泊地の部屋は小さいが、非常に効率

よくスペースを使っていると感じた。大阪

での滞在では、日本の歴史を学ぶことがで

き、日本がどのようにして現在に至ったの

かを知ることができた。日雇い労働者の街、

釜ヶ崎を訪れたが、そこでの生活の状況を

知って驚嘆し、自分の現在の生活ができる

ことの意味を改めて考え、感謝の気持ちを

持った。また、以前は考えもしなかった日

本の一面と出会うことができたと思う。 

広島では、吉川様のお宅にホームステイ

をしたが、それは大阪での体験とは全く異

なるものだった。ホームステイのお宅はと

ても大きな家で、以前から私が持っていた

典型的な日本のイメージ、高技術なものが

たくさんあった。（なんと、トイレの水が

自動で流れたのだ！）また、ホームステイ

の期間を通して、実行委員の仲がより深ま

り、本当に打ち解けられたのはこの時期だ

と思う。広島では原爆ドームと平和記念資

料館にも行き、悲惨な歴史を学んだ。 

その後の数日間は、暑さのなかで、重い

スーツケースを持っての移動が続いたが、

大阪、京都、東京と移動しながら、日本の

食べ物を食べて、素敵な文化経験になった

と思う。 

後半は、より勉強面に焦点をあてた活動

になった。分科会のための企業訪問を行っ

たが、IBM や(株)ゼンショーホールディン

グスのような大企業を訪れることができた

ことは大変光栄だった。将来、自分が進む

道において役に立つ知識を得ると同時に、

様々な分野について学び、諸問題に関する

広い見解を得ることができた。駐日ケニア

大使館で行ったシンポジウムでは、勉強し

た分野に関して発表をした。訪問した企業

の方も来て下さったので、そのような専門

の方の前で発表をするのは気後れがした。 

14 期本会議全体が目を見張るような経

験であり、この経験によって成長できたと

思う。日本文化を学び、異なる文化空間で

もその習慣に馴染むことができるようにな

った。この本会議を通して、様々な分野の

知識を得て、文化的な経験をし、日本とケ

ニア両国の実行委員と良い関係を築けたこ

とは、私にとってとても貴重な学びであっ

た。（訳：奥中 郁巳） 
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JKSC の皆との旅 Zjukamu Riki 

今回の本会議は、私にとって、とても素

晴らしい経験になった。昨年 13 期の本会

議に参加した際に、頭の中にはあったが実

現しなかったことがあった。その瞬間から、

私たちは今回の本会議に向けて準備を始め

た。すべての準備は本会議が始まるまでに

終わらせる、ということを肝に命じていた。

そして迎えた本会議。すべてはジェットコ

ースターのようにはやく過ぎ去り、そして

それらは一生忘れられない思い出となった。 

関西空港に着いた時、日本側実行委員の

温かい歓迎を受けた。オープニングセレモ

ニーでは JKSC 実行委員のみならず、国際

団体の方々とも交流することができた。こ

れはホームステイ先の吉川様、そして日本

ケニア協会会長の大野様の協力のもと開か

れたものであった。初めて訪れた日本で、

非常にリラックスした時間を過ごすことが

できた。 

いくつかの文化活動にも参加した。フェ

リーで宮島に行き、この上なく美しい朱色

の鳥居がある厳島神社に訪れた。翌日には、

広島の原爆ドームにも訪問した。原子爆弾

がどのような被害をもたらしたのか、人か

ら聞いたり本で読んだりしたことはあった。

しかし、平和記念資料館の数々の展示物が

示していた破壊力は、どの本からも感じる

ことができないほどのものであり、初めて

現実の悲惨さを知った。 

そして、より身近な文化体験として私が

最も興味を持ったのは、いかに神道が日本

人の日常生活に組み込まれているかという

ことだ。食事の前に発する「私は謙虚にこ

の御飯をいただきます」という意味が込め

られた「いただきます」という簡卖な挨拶

から、目上の人にむかって深く礼をする習

慣まで、様々な習慣を目の当たりにした。 

本会議の間、日本国内の各所で企業訪問を

する機会が多々あった。私たちは日本の政

府開発援助(ODA)に関わる技術協力をして

いる JICA、日本の大手飲食店経営企業で

ある(株)ゼンショーホールディングス、関

西の高速道路を管理する阪神高速(株)など

を訪れた。私が最も興味をそそられたのは

IBM だった。IBM へは 8 月 21 日に訪れた

のだが、IBM の皆様の温かい歓迎と、豊富

な経験を熱心に共有してくれたことに私は

深く感心した。また、IBM の方々から頂い

た職業のアドバイスのおかげで、私は彼ら

のように高い技術力を持ちたいという強い

意志を持つことになったことも感謝してい

る。 

また、本会議中に私たちは多くの実用的

な文化・知識交換をすることができた。私

たちは普通の家庭がするように一緒に食事

をし、一緒に時間を過ごした。学んだ多く

のことの中で、一生私の心に残るであろう

ことのひとつが、日本人や日本の企業の性

格・習慣である。日本の企業は多様化して

いるにもかかわらず高い質を保ち続けてい

るのだ。これは目を見開くような発見であ

り、私はこのことを、組織として何かを始

めたいと思っている人々や様々な人と意見

交換をしたいと思っている人々、そして未
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来をつくっていく日本とケニアの子供達に

伝えていこうと思う。（訳：杉村 亜美） 

 

日本…大好きな国 Nzilani Muia 

日本についての本を読んだときから、そ

の豊かな文化や食、日本人の長寿などに興

味を持ち、来日を楽しみにしていた。しか

し、長時間の退屈なフライトのせいで、日

本に着く頃にはその気持ちが薄れかけてい

たのだが、空から見た最初の日本の景色が

長旅の疲れを吹き飛ばしてくれた。非常に

暑くて湿気の多い日本の夏を思い知ること

になったように、その日の天気も信じられ

ないほど暑かったのだが、その空から見た

景色は美しく、緑豊かで、清々しいものだ

った。 

日本での経験は、想像していたものとは

違っており、驚きばかりだった。テレビや

本では多くを知っても、それは「学ぶ」に

すぎず、「経験する」ことには及ばないの

だ。日本側実行委員の歓迎は非常に温かか

った。13 期本会議の際にケニアで知り合っ

た友人との再会は素晴らしいものであった。 

母国から遠く離れた異国の地での刺激的

な体験を終えて、日本の全てを楽しみたい

という私の目標は達成されたと思っている。

初めてカルチャーショックを受けたのは、

恐らくコンビニエンスストアであった。夕

食を調達するために買い物に行ったが、文

字も読めなければ、棚に陳列している商品

のほとんどに見覚えもなかった。数週間、

美味しそうなものをあれこれと食べてみた

ので、当然、好物ができた。日本、アメリ

カ、中国、イタリア、メキシコと様々な料

理を食べ、どれもおいしかったが、マクド

ナルドのハンバーガーと牛丼がなかでも大

好物であった。友人の計り知れないほどの

支えのおかげで、日本での滞在は非常にす

ばらしいものになった。もちろん、あっと

いう間に仲良くなり、日本側実行委員はケ

ニアのことを知ろうとし、さらにスワヒリ

語の会話も覚えようとしていた。私は畳に

座ったり、箸を使って食事をしたり、すし

を食べたりと日本文化をたくさん経験した

が、そのなかでもカラオケに行き、高らか

に歌ったことが心に残っている。まるでシ

ャワー室で歌っているかのような音響で、

私が音を外しても気にする人はいなかった。

京都での送り火、海水浴場での花火、浅草

や原宿、広島の平和記念資料館、宮島や京

都の神社やお寺、どれも素晴らしい経験と

なった。 

全体を通して感じたことだが、日本人は

始めのうちはそっけなく内気に見えるが、

非常に温かい心を持っていた。目上の人を

敬い、皆を大切にしていた。また、日本人

は非常にまめで、よく働き、効率がよいと

も思った。そして、恐らく、日本人の長寿

は健康的な食生活や良い薬、衛生的な環境、

表現の自由があるがゆえだろう。 

書き始めたらきりがないが、日本ですご

した時間は本当に楽しかった。ここで仲良

くなった素敵な友人とこれからもつながり

続けたいと思う。この日本での経験はいつ

も心に抱いていておく。（訳：安部 美里） 
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日本での経験 

  Everlyne Nyachienga 

8 月 12 日、日本側実行委員に空港で温か

く迎えられ、とても刺激的で楽しい本会議

は始まった。最初に泊まったサンプラザで

の最初のミーティングでは日本側実行委員

と知り合うことができ、新しい家族ができ

たように感じた。それから数日は観光をし、

1 度も見たことが無い寺や神社を訪れ、私

はその壮観に圧倒された。電車での移動が

便利でとても好きだった。バスでの移動も

はるかに快適で、ケニアのものとは比べる

ことができない。また、交通ルールに従っ

ている日本の人々に感心した。セキュリテ

ィーも素晴らしく、日本で財布をなくして

も誰かが交番に届け、受け取ることができ

る。携帯電話をホテルに置き忘れた場合で

も預かってくれ、後で受け取ることができ

る。そのようなことから、日本の秩序は素

晴らしいと思った。 

日本の文化を維持できている理由につい

て、家族のあり方にも関係があると思った。

日本人はよく食事を一緒に食べ、話すこと

で子供にモラルを教えることができ、子供

の成長を近くで感じることができているの

だと思う。 

また、様々な企業を訪れる機会があった。

たとえば、(株)ゼンショーホールディング

スを訪れフェアトレードについて学び、他

にも IBM、JICA などを訪れ様々なことを

学ぶことができた。 

ホームステイをした際には、ステイ先の

家族はとても温かく迎えてくれた。京都で

のホームステイ先に Clever という犬がい

た。近所の人々も招待し、異文化交流をし

たが、私は彼らからたくさんの質問を受け、

楽しみながら交流することができた。 

私の日本への旅はとても有意義なものだ

った。日本の歴史、文化など多く学ぶこと

ができ、特に日本の料理に触れることがで

きたのは素晴らしい経験になった。ありが

とうございました。（訳：佐藤 寿樹）
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YDP 合同説明会 

日時：4 月 28 日 

場所：板橋区立文化会館 

概要 

団体概要や活動についてプレゼンを行っ

た後、ブースを構えて詳しく紹介した。 

評価 

 来場者に詳しい活動内容を知ってもらう

ことができ、新メンバーの加入へとつなが

った。 

アフリカン・フェスタ 

日時：5 月 11~12 日 

場所：横浜赤レンガ倉庫 

概要 

ブースを構え、団体概要や活動を紹介し

た。また、ケニア開催の本会議の際に調達

した物品を販売した。他団体によるイベン

トへの参加、ブースの見学をした。 

評価 

 多数の一般来場があるイベントに参加で

きたことは、多くの方に JKSC について知

ってもらえる良い機会となった。他団体の

方と交流でき、活動についての情報交換を

できたことは刺激的であった。また、アフ

リカへの関心、知識を深めることができた。 

6 月合宿 

日時：6 月 15~16 日 

場所：東京外国語大学 

概要 

 実行委員がそれぞれの分科会に関するプ

レゼンを行った。大阪大学外国語学部スワ

ヒリ語専攻の新広子氏に依頼して、ケニア

の歴史と政治に関する知識、基本的なスワ

ヒリ語の講義を受けた。 

評価 

 分科会に関するプレゼンを行うことで知

識や情報を共有すると同時に、各自の研究

に対する方向性を確立することができた。

簡卖なスワヒリ語の挨拶や歌を知り、ケニ

アに対する親しみが増した。 

7 月合宿 

日時：7 月 6~7 日 

場所：国立オリンピック記念青尐年総合セ

ンター 

概要 

 分科会のための情報交換や模擬ディスカ

ッションを行った。本会議の日程の最終調

整を行い、訪問先との事前連絡の進捗状況

を確認した。 

評価 

 本会議中の分科会でのディスカッション

を見据えた活動を行うことができた。本会

議までの時間で取り組むべき課題が見えた。

本会議中の活動の企画も最終段階に入り、

綿密な調整を進めるよう再確認できた。 
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直前合宿 

日時：8 月 11 日~12 日 

場所：ウェルおおさか 

概要 

 本会議日程の最終確認と各活動について

責任者がアジェンダの報告をした。また、

本会議中の釜ヶ崎地区訪問の下見として、

支援者の友岡雅弥氏の夜回りに帯同した。 

評価 

 本会議の開幕を直後に控えた 2 日間、皆

から緊張と高揚が感じられた。日程を一つ

ずつ丁寧に確認し、各々が企画を進めてき

た活動についても全体に周知できた。 

大学祭ブース出店 

日時：10 月 13~14 日 

場所：秋田国際教養大学 

概要 

 ブースを構え、来場者にケニアに関する

ことやJKSCの活動内容について紹介した。

また、ケニアの物品を販売した。 

評価 

 JKSC の活動を、大学生という同じ立場

の人に知ってもらえる機会となった。ケニ

アは遠い存在だと認識している人に興味を

持ってもらうことは、小規模ではあるが「日

本とケニアの架け橋となる」活動だと思う。 

JKSC 総会 

日時：10 月 20 日 

場所：JICA 地球広場 

概要 

 今期の活動における反省点を挙げ、次期

以降の活動に活かすための改善方法につい

て議論した。JKSC 規約と規約に基づく行

動規範の改訂を行った。 

評価 

 現役の実行委員だけでなく、OB・OG も

含めての議論によって、多くの経験と知恵

をもとに改善方法を考案できた。活発な意

見交換ができ、今後につながる総会であっ

た。 
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おわりに 

長かった残暑もいつしか終わり、ふと辺

りを見回せば秋の匂いが溢れています。本

会議の閉幕から早くも 2 ヶ月が経ち、約 2

週間の“熱い”夏を共に過ごした仲間は、

世界各地でそれぞれの道を歩み、走り出し

ています。約 2 ヶ月の制作期間を経て、第

14 期実行委員の思いがつまった報告書を

無事に完成させることができました。円滑

に制作ができるよう協力してくれた仲間に

は、感謝の気持ちでいっぱいです。それぞ

れの進む道で尐し立ち止まりたくなった時、

この報告書が素敵な仲間や時間を思い出さ

せてくれるもの、力を与えてくれるものに

なれば嬉しく思います。 

 この報告書の完成をもって、第 14 期日

本ケニア学生会議の全活動が終わり、同時

に、これが第 15 期日本ケニア学生会議の

出発点でもあります。日本ケニア学生会議

は活動を通じて、「日本とケニアの架け橋

となる」「活動で得た成果を社会に還元す

る」ことを理念に掲げていますが、私達が

1 年間でできることはほんのわずかです。

しかし、50 年後、100 年後まで日本ケニア

学生会議の活動を続けることができたとき

には、大きな力を秘めることになると信じ

ています。そのために必要なのは、ほんの

わずかであっても、1 年、また 1 年と着実

に一歩を踏み出して行くことでしょう。第

15 期日本ケニア学生会議もその一歩とな

るべく、2014 年 8 月に予定しているケニ

ア開催本会議に向け、皆で切磋琢磨し、努

力を続けていきたいと思います。 

最後に、第 14 期日本ケニア学生会議を

ご支援頂いた全ての方に、改めて御礼申し

上げるとともに、これからも温かく見守っ

て下さいますようお願い申し上げます。皆

様にこの報告書をご一読頂き、日本ケニア

学生会議へのご理解をさらに深めて頂ける

と幸いです。この報告書が日本、ケニア両

国のひとりでも多くの方のもとへ届き、皆

様を結ぶ架け橋となることを心より願って

います。 

2013 年 10 月 

第 14 期報告書編集者 

第 15 期日本側実行委員長 

安部美里 
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Pre-face 

I am certainly relieved now, when all the 

14th main conference procedure has finished. 

The fifteen committee members, including 

Kenyan and Japanese, has prepared for the 

14th main conference all the time since right 

after the 13th main conference, or even during 

the conference. Just like a stream needs long 

time to go through mountains, while once it 

reached the end it falls furiously; however, 

days after the opening of the conference has 

gone breathless. I am more than happy if we 

fully expressed the atmosphere and 

achievement that we had in the conference 

through this reporting book. 

"Milima haikutani lakini binadamu 

hukutana." 

This is a proverb in Swahili which means 

"Mountains cannot meet, but people can meet."  

Mt. Kilimanjaro and Mt. Fuji cannot meet; 

likewise, it would be impossible that all the 

Kenyan and Japanese citizens have direct 

relationships. This time, however, Kenyan and 

Japanese students, although they were only 

fifteen, spent a summer together. It might seem 

trivial, but I believe to keep watering on the 

precious relationship between countries let us 

notice the bored fruit when the sun shines in. 

The TICAD V held this year would be the 

indication. 

Japan Kenya Student Conference can work 

thanks to the great supports by huge number of 

people. Mitsubishi UFJ Foundation and Sojiz 

Foundation which helped us fiscally, the 

cooperation and organizations which let us to 

visit, those who kindly invited us to home and 

who guided us local places, Embassy of the 

Republic of Kenya which let us report in its 

institution... I apologize that I cannot introduce 

everyone here, but I would like to express my 

warmest gratitude to all the people who were 

involved in JKSC’s activity. 

October 2013 

  14
th
 Japanese Chairperson 

Kosuke Ariga 
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The Japan Kenya Student Conference 

fourteenth conference has been concluded 

successfully. The year 2012/2013 has been one 

full of hard work and intense effort to bring 

this event to pass. As a student of International 

Relations and Diplomacy, it has been an honor 

and a privilege to be a part of the JKSC for 

these past two years. This year has been a 

wonderful leaning experience, not only in an 

academic sense, but also in a cultural one. 

The two week conference has seen us 

pursue research through books & journals, 

online, and through conducting field work. It 

has also seen us immerse ourselves in different 

aspects of the Japanese culture through home 

stays and visits to various notable sights 

around the country. From Miyajima to 

Myoshin-ji to Harajku to Akihabara, we have 

witnessed aspects of both ancient and current 

Japanese culture. 

It is my greatest hope that the contents of 

this report will be useful to not only future 

members of JKSC, but also those presently 

involved in the relevant fields that we have 

studied. I am hopeful that the solutions that we 

have proposed will be useful in promoting the 

relationship between our countries. 

My sincerest thanks go to all our sponsors 

and supporters, the founder of JKSC, Ms. Chie 

Goto, and finally to all the members of the 

fourteenth conference, without whom this 

conference would not have been possible. 

October 2013 

 14th Kenyan Chairperson  

Nyaranga Odundo 

(14
th

 August “Cultural visit to Miyajima” at Itsukushima Shrine) 
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About Japan-Kenya Student Conference 

Japan Kenya Student Conference is a 

non-profit, non-religious and non-politic 

student group which is consisted of Japanese 

and Kenyan university students. We university 

student are usually free from in society. By 

activities from such a position, we become the 

bridge between Japan and Kenya, and we 

return the fruits from activities to society. It’s 

our aim. 

History 

 Japan Kenya Student Conference 

established by Chie Goto in 1999. We held 13 

Main Conference until now. (8 times in Kenya 

and 5 times in Japan) 

Activities 

We have action a whole year, and we hold 

the main conference for about a month as a 

compilation of activities for one year. 

We held Skype Meeting (once a week) and 

Training camp Meeting (once a month), and 

join different events (irregular) all year around. 

On a Skype Meeting, we report current 

situation and share some information from 

each bureau. On a Train camp we study 

together, get more knowledge and do 

discussion on the basis on the theme we 

decide. .Moreover by attending events, we 

interact with other student group and introduce 

our activity to society. 

Main conference is a generic name of 

communal living by both members for a month, 

and different activities then. Usually this is 

held a yesr, and host countries change 

alternately. During the main conference, we 

members join one of sectional meetings which 

have themes about social problems. Under 

sectional meetings, we get knowledge about 

the field in advance, understand the difference 

between both countries’ situation, and do 

discussion. In addition, by visiting some 

corporations and NGOs and experiencing local 

cultures, we comprehend our society more snd 

study a lot of things from different points. 

Communal living helps all of members 

understand each other. We send our society the 

fruit of the main conference in symposium. 

Organization 

This group is organized by Chairperson, 

Vice chairperson and some bureaus. All of 

members join one or more bureaus. 
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Acronyms in this report 

JKSC = Japan Kenya Student Conference 

JICA = Japan International Cooperation Agency 

JETRO = Japan External Trade Organization 

TICAD = Tokyo International Conference on African Development 

NGO = Non-Governmental Organization 

NPO = Non-Profit Organization 
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General outline 

Date 

12
th

 ~ 28
th

 August 2013 

Place 

Japan (Osaka, Kyoto, Hiroshima, Tokyo, 

Kanagawa) 

Sponsor 

Mitsubishi UFJ Foundation 

Sojitz Foundation 

Japan Kenya Association 

Zensho Holdings Co. Ltd 

Cooperation in activities 

Kamagasaki: Mr. Tomooka 

Group of illustrated storytelling “Musubi” 

Japan Kenya Association: Mr. Ono 

Homestay: the Kikkawa family 

Peace Study: Mr. Tsukishita 

Peace Study: Ms. Sumihiro 

Everybody at Hanshin Expressway Co. Ltd 

Homestay: the Yamaguchi family 

Homestay: Ms. Takayama 

Café “Yaomon” 

Kimono studio: Mr. Minami 

Everybody at Myoshinji temple 

Everybody at NGO GreenPeace 

Everybody at Zensho Holdings Co. Ltd 

JICA: Ms. Komori 

Everybody at JETRO 

Everybody at IBM Tokyo 

Everybody at Kamihashi Elementary school 

Homestay: the Sakamoto family 

Homestay: Mr. Kawano 

Homestay: Ms. Chiba 

Everybody at the Kenyan Embassy in Japan 

Homestay: the Okunaka family 
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Members’ list 

Japan Side (10 people) 

Chairperson Ariga Kosuke Akita International 

University 

sophomore 

Financial Bureau Yumiko Koga Osaka Jogakuin 

University 

senior 

Toshiki Sato Akita International 

University 

sophomore 

Project Bureau Misato Abe Osaka University sophomore 

Ami Sugimura Tokyo University of 

Foreign Studies 

sophomore 

Academic Bureau Satomi Mizogichi Doshisya University senior 

Ikumi Okunaka Osaka University sophomore 

Secretarial Bureau Honoka Sakamoto Tokyo University of 

Foreign Studies 

sophomore 

Asuka Uchida Kansai University of 

Foreign Studies 

sophomore 

International Relations 

Bureau 

Ruka Terukina St. John's University sophomore 

Kenya Side (5 people) 

Chairperson Nyaranga Odundo  United States 

International University 

senior 

Vice Chairperson Risa Okech  United States 

International University 

senior 

Information Technology 

Bureau 

Zjukamu Riki United States 

International University 

senior 

Secretarial Bureau Nzilani Muia Nirobi University senior 

  Everlyne Nyachienga Egerton University junior 
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Schedule chart 

August  

12
th

-13
th  Osaka 

14
th

-15
th

   Hiroshima 

16
th

-17
th  Osaka, Kyoto 

18
th

 -21
st
   Tokyo 

22
nd

 -26
th

   Kanagawa 

27
th

 -28
th

   Osaka 

 

12
th

 : Arrival in Japan 

13
th

 : Visit to Kamagasaki 

Opening ceremony 

Home stay 

14
th

 : Cultural Visit to Miyajima 

Home stay 

15
th

 : Peace learning 

16
th

 : Visit to Hanshin Expressway Co. Ltd. 

Cultural Visit to Osaka,Kyoto 

Home stay 

17
th

 : Cultural experience in Kyoto 

18
th

 : Study session 

19
th

 : Cultural Visit to Tokyo 

20
th

 : Visit to NGO GREENPEACE 

Visit to Zensho Holdings Co. Ltd. 

21
st
 : Visit to JICA 

Visit to JETORO 

     Visit to IBM Research Tokyo 

22
nd 

: Visit to Kamihashi Elementary 

School 

23
rd

 : Study session 

24
th

 : Recreation  

25
th

 : Study session 

Home stay 

26
th

 : Symposium 

27
th

 : Writing reports 

28
th

 : Departure from Japan    
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Kamagasaki 

Date: 13
th
 August 

Place: Kamagasaki, Osaka City 

Aim 

We need to see the issue of poverty in 

Japanese society and the truth of history and 

the present condition of Kamagasaki in Osaka 

and recognize that those problems are on us. 

We have to try to solve them in the future.  

Abstract 

We had lecture about history and the 

present conditions of Kamagasaki in Osaka. 

And we had also fieldwork around there. We 

visited “Hidamari” which is a facility for 

people receive welfare from Japanese 

government and the office of “Musubi” which 

performance group also had a lecture about 

them. And we saw their performance there. 

Evaluation 

The day before the main conference, only 

Japanese members went “Yomawari” around 

Kamagasaki and we talked to people who 

laying down on the street then. We could see 

how to spend their nights and there are more 

people than I imagined. And we could know 

Hidamari’s staffs take care of people who 

receive welfare from Japanese government and 

their wallet and medicine something like that. 

They have nice system there. This opportunity 

was great to show the negative aspects of 

Japanese society to not only Japanese members 

also Kenyan members.  

(Charger: Yumiko Koga) 

Miyajima 

Date: 14
th
 August 

Place: Miyajima 

Aim 

We visit shrine, learn Japanese history and 

culture in the middle age, walk around old 

street.  

In addition, we stay at Mr Kikkawa’s house, 

experience Japanese modern life.  

Abstract 

We visited Itsukushima-shrine in 

Miya-islad. It is one of world heritage, and also 

one of three greatest sceneries in Japan. By 

condition of tide, the shape of the tori changes. 

During low tide, we can approach where tori 

stands.  

In addition, we enjoyed having dinner with 

Mr Kikkawa’s family  

Evaluation 

In Miya-island, we ate delicious 

Momizi-manjus, touched with deer, and see 

Japanese traditional goods in shops. At 

Itukushima-shrine, we are moved to see the 

shrine which stands on the sea. And, Kenyan 

members bought omikuzi, like a fortunetelling, 

and threw a coin and prayed something. They 
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experienced Japanese Shinto, were excited to 

do so.  

At Mr Kikkawa’s house, we ate gorgeous 

dinner, communicated with his family. We got 

their heartwarming. 

(Charger: Ikumi Okunaka) 

Peace Study 

Date: 15
th

 August 

Place: Hiroshima Peace Memorial Park 

Aim 

The purpose of this visit is that we are in 

the era aimed at a world without nuclear 

weapons, we would like to have an 

opportunity to learn and think what is peace, 

and what is the significance of peace once 

again in order not to repeat the tragic history 

in the Hiroshima where is many people fell 

victim to by the atomic bomb. 

Abstract 

At first, we visited Hiroshima Peace 

Memorial Park, observed stone monument, 

statue of Oriduru no syojyo Sadako (Paper 

cranes girl, Sadako), basement of the 

building which suffered the bombing with 

guide in English by Ms. Sumihiro who is a 

member of volunteer translation group of 

Peace Memorial Park. And also she told us 

history of World War Two. In the museum, 

we observed exhibits and some video of the 

experiences of bomb survivors. Moreover, 

although Mr. Tsukishita who is peace 

activist couldn’t accompany us, he gave 

reference materials about atomic bomb of 

Hiroshima and peace message for us. 

Evaluation 

Visit could be successful. There is a great 

difference between learning peace on the 

desk and actually go to real place. We could 

obtain lots of new knowledge and things 

much larger than we had expected. It was a 

great opportunity to think preciousness of 

peace, and how to lead and build world 

peace. 

(Charger: Ruka Terukina) 

Hanshin Expressway Co. Ltd. 

Date: 16
th
 August 

Place: The head office of Hanshin Expressway 

Co. Ltd  

Aim 

African countries must have a strong 

infrastructure to be incorporated to the 

globalized society. In the last decade, China 

has been building most of the roads in Kenya; 

however, in spring 2013, Hanshin Expressway 

got the right to develop free way around the 

Monbasa Beach. In terms of that Kenya 

became independent from China, and Japan 

started to invest in Kenya, it was a big change. 

In this visit, we aim to hear about the real 

situation of the process, the future, and the 

challenge directly. 
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Abstract 

Visit Hanshin Expressway, and listen to the 

details about “Investment Project around 

Monbasa port.” 

They are consulting not about hard system, 

but on soft system. In fact, Kenya has enough 

technology and capital. In spite of these 

resources, they cannot develop infrastructure 

by themselves since they do not have enough 

know-how. Chinese capital has deprived 

employment opportunity of Kenyan people; 

moreover, they instruct in Chinese, so no 

know-how has been transferred in to Kenya. If 

Kenyan government realizes Japanese posture 

trying to transfer their know-how to Kenya, on 

the other hand, there will be an opportunity for 

Japanese companies to replace Chinese 

companies and get offers. 

Evaluation 

People come up with hard system when 

they hear infrastructure, but actuary they are 

working on soft system. I realized the Japanese 

strong point here. 

(Charger: Kosuke Ariga) 

Osaka Castle & Okuribi 

Date: 16
th
 August 

Place: Osaka Castle 

Kyoto City 

Aim 

We saw Osaka Castle and learned about the 

history of Japan. 

We went to Okuribi and learned the back 

ground of the traditional event. 

Some members stayed with the families and 

experienced daily life in japan. 

Abstract 

We walked around Osaka castle and looked 

at it. We had lunch in a store near the castle. 

We went to Kyoto and saw the Okuribi. Some 

members went to a boarding hostel. The other 

members stayed at several houses. 

Evaluation 

Kenyan members were surprised that Osaka 

castle was built 400 years ago. We told them 

that it was built by Hideyoshi Toyotomi who 

was a lord and it has been rebuilt it many times. 

They learned Japanese history. 

We explained about Okuribi means that the 

ancestors went back to heaven. They learned 

about Japanese culture. We were in a crowded 

area and we were not able to see everything. 

We were welcomed hospitably at several 

houses. One of the Kenyan members got a 

present from her host family. 

(Charger: Asuka Uchida) 

Cultural experience in Kyoto 

Date: 17
th
 August 

Place: Kyoto City 

Aim 

We learned Japanese heritage and japanese 

way of thinking    in such a way as to visit 
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Kyomachi-ya and the shop of Kimonos and 

listen to the people who work in a temples’ 

opinions. 

Abstract 

We visited the studio of Minami Shinichiro 

who makes kimonos. I heard the accounts of 

the Kyomachi-ya and the studio. Then, we 

made and eat a nagashi soumen and a shaved 

ice. 

Also we visited Myoshin-ji, the temple, and 

see the lecture hall of a temple, Akechi-buro, 

and Kaisando. We applied for a site tour in 

advance and asked a buddhist priest and a 

buddhist monk of Myoshin-jis’ permission so 

we were able to see inside Kaisando. It is not 

usually open to the public. 

Evaluation 

The Keyan members experienced wearing a 

kimono at the studio and eating a shaved ice 

and nagashi-soumen for the first time, and they 

were able to have wonderful experiences and 

learm Japanese culture actually. Hiroki Haga, a 

buddhist monk of Myoshin-ji conducted us 

into the temple, and we were able to be very 

impressed to see it. 

(Charger: Satomi Mizogichi) 

NGO Green Peace 

Date: 20
th

 August 

Place: Japan office of NGO Green Peace 

Aim 

In Kenya, they lack electricity and plan to 

construct a nuclear plant by 2015. In Japan, 

people started to point out the danger of 

nuclear energy after the accident in 

Fukushima. At the same time the Japanese 

government promotes the export of nuclear 

plants. We visit NGO Green Peace, which 

propose the danger of nuclear energy and 

promote the use of clean energy. Then we 

discuss how the energy should be in both 

two countries. 

Abstract  

We visit NGO Green Peace and ask about 

nuclear energy and clean energy. 

Evaluation 

We discussed how we can promote to use 

clean energy with people of Green Peace. In 

the discussion they told us about feed- in- 

tariff as a way to promote solar energy and 

insulation as a way to save energy. They 

also pointed out that nuclear plants need 

much water to control them. So they are not 

suitable for Kenya because now Kenya 

doesn’t have much water resource. 

(Charger: Honoka Sakamoto) 

Zensho Holdings Co. Ltd. 

Date: 20
th
 August 

Place: The head office of Zensho Holdings Co. 

Ltd 
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Aim 

We aim to understand an example of 

activities advanced in Africa by Japanese 

companies and how the activities bring profits 

to both countries. 

We also listen to the man from Tanzania 

working in Japanese company and think how 

Africa and Japan should make a relation in the 

global world. 

Abstract 

We got some information on the fair trade 

activities of Zensho, especially their original 

trade system.  

Mr. Ernest Sebastian from Tanzania who 

works in Japan told us the reason he had 

decided to come to Japan and his idea about 

development of Africa. 

Evaluation 

We reached the understanding of Zensho’s 

fair trade system and its strong points. This 

understanding led us think of the present 

situation of fair trades. 

Through the lecture by Mr. Ernest 

Sebastian, we felt the connection between 

Japan and Africa. What Africa needed for its 

development was considered. It was valuable 

experience because we can seldom talk with 

African people who work in Japan. 

(Charger: Misato Abe) 

JICA 

Date: 21
st
 August 

Place: Tokyo office of JICA 

Aim 

The aim of this visit was to learn about the 

program(s) that JICA is running in Kenya and 

indeed in the whole African region to assist 

with the provision of education. We also 

sought to find out the future of such projects in 

and around Kenya. 

Abstract 

We were arrived for the meeting and 

received a lecture from Ms. Akko Komori 

about the launch and process of running the 

education improvement project in Kenya and 

were able to ask some questions after. 

We learned a lot about the Strengthening of 

Mathematics and Science in Secondary 

Education (SMASSE). The project has been 

running for close to 15 years and will conclude 

at the end of this year. The project has also 

been expanded to first primary schools in 

Kenya as well as schools across Africa. The 

program has also initiated cooperation between 

different African countries as well as with the 

Asian Continent (Malaysia). 

At the end of the meeting, I felt that we had 

a good learning experience and had found 

some useful information for our presentation. 

Evaluation 

The visit was successful. It met its 

objectives to (1) learn about JICA projects in 

Kenya (SMASE, CEMASTEA) and (2) learn 

about other projects around Africa (School for 
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All, school based management system under 

expansion in Niger). 

(Charger: Ruka Terukina) 

JETRO 

Date: 21
st
 August 

Place: Tokyo office of JETRO 

Aim 

JETRO is the bridge between Japan and the 

other countries. JETRO presented what JETRO 

stands for and we discussed about new trade 

opportunity for Kenya. 

Abstract 

Mainly, Japan imports coffee and tea, and 

exports cars to Kenya, so the trade gap is so 

big between Japan and Kenya. We need 

information to think how to make the gap 

smaller. Kenya is one of the rapid economic 

growths among Africa. JETRO supports 

Japanese companies to the world, and supports 

foreign companies to Japan. We want to know 

the trade relation between Japan and Kenya in 

the future.. That’s why we visited JETRO. 

Evaluation 

We understood how JETRO works and how 

Japanese companies approach to Kenya. Also, 

we came up new possibilities in trade for 

Kenya. Before visited JETRO, we thought 

Japan imports cut flowers via Netherlands. 

However, Japan already started importing cut 

flowers directly from Kenya. We realized that 

Japan is trying to import most of products by 

fair trade from Kenya. 

(Charger: Toshiki Sato) 

IBM Tokyo Laboratory 

Date: 21
st
 August 

Place: Toyosu office of IBM 

Aim 

The purpose of our visit to IBM was to 

learn about the current state of IT in Japan and 

in countries more developed than Kenya. Since 

IBM is known internationally under the field 

of IT, we decided that it would be an 

appropriate place to visit. At IBM Tokyo we 

wanted to see first-hand how a country that is 

renowned for its technological advancements 

uses IT and whether any of its developments 

where used to solve problems that the world is 

facing. We were also very curious to see the 

environment in which IT is developed. 

Abstract 

IBM Tokyo is working on a projects across 

Africa in order to develop “Smarter Cities 

Solutions”, one example is the development of 

a management system to analyze the traffic 

problem in Kenya. In this project they utilize 

traffic cameras and data available from Kenya 

and make sense of it in order to develop 

solutions using their latest resources. 

IBM Africa is also looking to work with 

local companies and universities in order to 
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foster relationships and achieve their 

organizational goals. 

Evaluation 

The presentations given by IBM staffs were 

great. All the JKSC members were very 

impressed and became deeply interested in IT. 

It was a great experience for us to be able to 

see how technology is developed and how it is 

used to solve problems. 

(Charger: Asuka Uchida) 

Kamihashi Elementary School 

Date: 22
nd

 August 

Place: Kamihashi Elementary School 

Aim 

The relationship between African countries 

and Japan is becoming more important every 

year, and it demand schools change their 

global education from the one emphasizing 

Western cultures to the one which put 

importance on African cultures as well. In such 

a back ground, at Kamihashi elementary 

school, President Kakizaki is leading so called 

“Global Citizen Education.” This visit aims to 

learn how they are teaching African cultures 

which are unfamiliar in Japan to the student, 

and to support the global education by 

communicating with student with Kenyan 

committee members.  

Abstract 

We became relaxed first by singing “Jambo 

Bwana” together with the students at 

Kamihashi elementary school; then, we made a 

presentation about Kenya such as the location, 

animals, and language. After, answered to 

some questions from students, we played ball 

game “kati” at the school yard. We had lunch 

together having a number of questions. 

Through translation by Japanese members, 

Kenyan member answered one by one. After 

cultural exchange with students, we had a slide 

lecture about the global education at 

Kamihashi elementary school by the president 

Kakizaki. 

Evaluation 

Until the visit, we were worried about the 

reaction of students to Kenyan members, but 

there was no problem. Students kept asking 

questions all the time. I was impressed by 

students’ interest in Africa, and I saw the result 

of the daily education by Kamihashi 

elementary school. President Kakizaki said that 

there was an opportunity to talk with JICA 

officers recently. I think to keep touch with 

such a global perspective stimulates students’ 

interests and to let them to have questions. 

(Charger: Satomi Mizoguchi)
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（15
th

 August  Peace Study） 

                       (20
th

 August  Visit to Zensho Holdings Co. Ltd) 

(22
nd

 August  Visit to Kamihashi Elementary School) 
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Globalization of Africa Kosuke Ariga  Misato Abe  Nzilani Muia 

I. Introduction 

Aim, why we think globalization 

Most of African nations have only short 

history. Many independence are in the 1960s 

and 1960 is called “Year of Africa”. It was 

ruled as a colony of European countries earlier. 

However, the African nations were not able to 

begin to build relationship of equality after 

independence. It is not a goal but the start of 

the next step, which is just globalization.  

Definition of “Globalization” 

A globalized nation can build a relationship 

on an equal footing with other nations. In other 

words, two nations has globalized can benefit 

each other, “Win-win relationship” it means be 

built. Today, as often hear the word “Global 

society”, it is said the world has done. 

However, if you assume this definition, there 

are many nations including the Africa region 

have not globalized yet. 

What to do to globalize Africa 

The growth of nation is essential to build a 

relationship of equality with others. We raised 

two questions of the following: ①What is a 

strong point of African nations that can support 

their development? ②What is a weak point of 

African nations that must be improved to 

develop? Our answer to ① is that they have 

rich tourism resources and it is the lack of the 

secondary sector of industry to ② . These 

details are in Section II and III.  

Next, it can be mentioned the reason have a 

common keyword with the answer of ②, why 

“tourism resources” is ① ’s answer, not 

“tourism”. The keyword is “infrastructure”. 

They haven’t been able to take full advantage 

of the rich tourism resources because the 

infrastructure isn’t enough. In order to enhance 

tourism, it is certainly needed. The 

development of secondary industry also needs 

infrastructure to transport raw materials or 

processed goods. Therefore, infrastructure, the 

foundation of the development, is described in 

Section IV. 

II. Strong point: Tourism 

African Touri1sm 

Africa is a famous destination for wildlife, 

where no other place on earth has such a 

diversified wildlife. National parks and other 

protected areas are the natural heritage, which 

have significantly contributed to tourism sector 

of Africa, also to the economic growth as well. 

If surrounding environment is improved more, 

maximizing the rich tourism resources, the 

growth of tourism will be expected and 

simultaneously economy will grow.  

Amazing Kenyan tourism resource 

Kenya, where is located on the eastern 

coast of Africa, has 480 kilometers of coastline 

on the Indian Ocean. Its coral reefs are 

spectacular, and are regarded as one of the 

world’s top three diving area. 

Kenya is also famous for its common 

opportunities of seeing wildlife. Most animals 

can be seen in Kenya's savanna. Kenya has 16 

major faunal reserves designated as National 
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Parks, National Reserves and Game Reserves 

administered through the Game Department of 

Kenya and by County Councils. 

Threatening and Poaching 

In Africa, wildlife is being threatened by 

poaching, the main species under threat are 

rhinos and elephant. The reason behind 

poaching is the growing demand for ivory in 

Vietnam, China and some other nations in the 

east. It is said two elephant are killed every 

week in Kenya and the ivory is selling at prices 

more than gold at the black markets. National 

parks and other protected areas are part of the 

natural heritage, which have played an 

important role in positioning Africa as the best 

tourist destinations in terms of nature based 

tourism. Moreover, not only the tourism sector, 

they also contribute to the economic conditions 

as well. 

III. Weak point: Secondary sector of 

industry 

The necessity of growth in the secondary 

sector of industry 

Many African countries have depended on 

export of natural resource for their income, in 

other words they have been inclined to the first 

sector of industry. In such a situation, Kenya 

made effort to strengthen the third sector of 

industry such as tourism and IT since it has 

neither mineral nor oil resource very mush. 

Both of them are successful; however, it is 

unavoidable to grow the second sector of 

industry to become a more economically stable 

country because it will solve the Kenyan 

employment shortage problem and increase 

domestic demand. 

Youth and Employment 

Youth skills development, poverty and 

unemployment are prominent global concerns. 

Pressure to expand post-basic education in 

countries with low to moderate enrollment and 

concerns of high youth unemployment have 

encouraged the development of a “skills for 

jobs” education reform discourse. The 

discourse argues that post-basic education 

focus on skills development with the 

hypothesis that such a focus will help reduce 

youth unemployment. Following post-election 

violence in 2007, promoting youth 

employment has become an increasingly 

important policy issue in Kenya. In 2011 

nearly 40% of Kenyan youth were neither in 

school or working, and the informal sector 

accounts for nearly 80% of jobs. Despite the 

complex and unclear relationship between 

education and employment, post-basic 

education in youth polytechnics and skills 

development programs have been identified as 

potential solutions to employability challenges 

facing Kenya’s youth 

Jua Kali – informal manufacturing in 

Kenya 

Jua Kali means “hot sun” in Swahili. It is 

the term used for the informal manufacturing 

areas in Kenyan towns where mechanics, 

welders, wood workers and other tradesmen 

work “under the hot sun” without big 

workshops or heavy machinery. Jua Kali is 

built on a complex, self-organizing community 

of largely informally trained engineers and 

tradesmen. It was originally set up in the 1960s 

by Kenyan government, based on advice from 

the International Labor Organization, as a low 
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cost way of creating employing and growing 

GDP. Jua kali has been out of favor in national 

policy for several decades and has often been 

neglected and treated as low class, despite its 

important role in creating income for over 50% 

of Kenyans. Over the past 2 years the Kenyan 

government has changed its stance, 

recognizing Jua Kali as a valuable source of 

skilled labor and allocating funds to support 

growth in the sector. 

Innovations 

The Kenyan government is making steps to 

establish policy and legal frameworks that 

would promote science, technology and 

innovations to accelerate social economic 

development in the country. Kenya has made 

significant progress in harnessing scientific 

knowledge and innovations to modernize all 

economic sectors, improve quality of life and 

reform governance systems. 

“Heavy flooding experienced in most parts 

of the country can be managed with better 

engineering. We must explore innovations in 

renewable energies to solve climate change 

challenges and prolonged power outages.” 

“Kenya is among Sub-Saharan African 

countries grappling with vagaries associated 

with climate change including droughts, floods 

and rise in tropical diseases.” 

“Academic institutions should forge 

partnerships with the private sector to 

commercialize innovations and create revenue 

streams for the youth.” 

“Science, technology and innovations will 

liberate Kenya from poverty while promoting 

accountability and good governance.” 

The Kenyan government has developed a 

draft science, technology and innovation policy 

and has explored sustainable funding options 

to promote them in line with recommended 

targets agreed at international forums. 

IV. Build Strong Transport 

Infrastructure 

Transport infrastructure 

African countries have welcomed Chinese 

investment primarily for transport 

infrastructure construction since late 1960s, 

when other developed countries was still 

working on “aid”. Recently, however, people 

in African countries started to have negative 

impression toward the Chinese investment for 

several reasons: technologies have not been 

transferred well, wages were not appropriate, 

and the employment has been deprived by 

Chinese immigrants. It does not mean, 

however, that the priority for the construction 

of transport infrastructure was lowered. Rather, 

building strong infrastructure is very important 

for current African countries to be globalized 

because it will enhance the quality of life and 

the competitiveness in a globalized market as 

well as it will generate new employments. In 

Kenyan case particularly, it will maximize 

Kenyan tourism resource and improve the 

Kenyan secondary sector of industry. Japan is 

able to take an active part in this process. 

Infrastructure for Tourism 

In terms of tourism, the construction of 

transport infrastructure is critical. Although 

there are many famous national parks in Kenya, 

international tourists cannot visit there easily 

because of the bad road environment. For 

example, in order to go to the Lake Turkana, 
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since the road is not maintained, it is necessary 

to charter a private plane, and it costs 

approximately $2,500, which is higher than the 

cost to fly to Kenya from Japan. Also, 

assuming an emergency case, the poor access 

to the urban hospitals makes tourists being 

nervous and hesitate to go. In fact, if somebody 

was bitten by an animal, he/she has to go to a 

hospital in 24 hours to prevent the outbreak of 

hydrophobia. For these reasons, 

well-functioning transport infrastructure will 

contribute significantly to have far more 

tourists in Kenya. 

Infrastructure for Secondary sector of 

industry 

In order to grow secondary sector of 

industry, maintenance of the infrastructure is 

essential. Contrary to general expectations, 

prices in African countries are not very law 

because of the rough roads. Once it rains, roads 

are covered with puddles, so cars have to go 

around. Even on sunny day, since most roads 

are not paved, the speed of car has to be about 

half as high as cars running on Japanese 

freeway. These bad road conditions add 

excessive transport cost on the whole sale price, 

and it discourages the domestic secondary 

sector of industry. Also, multinational 

cooperation rarely constructs their factories in 

Africa rather than Asian countries for the same 

reason; therefore, technologies do not 

transferred no matter how much time passes. 

Consequently, the second industry, which hires 

many people and accumulates wealth in a 

nation, does not expand, so the employment 

rate remains depressed and Kenyan economy 

does not become stable. The construction of 

infrastructure is the first step to encourage the 

secondary sector of industry and strengthen 

African countries. 

Relation between Kenya and Japan 

As stated above, the relationship between 

African countries and China is becoming weak 

recently, so for Japan, it is an opportunity to 

build a new relationship. In fact, Hanshin 

Expressway Cooperation, which we visited and 

interviewed in the main conference, received 

an order in consulting for construction of roads 

around Mombasa beach in this year. It is very 

popular resort area and in Kenya and also an 

important international port in East Africa. 

Since Hanshin Expressway is successful in 

teaching Japanese matured know-hows such as 

road maintenance and working environment, 

their reputation is very good so far. Transport 

infrastructure is profitable for the tourism and 

the secondary sector of industry as discussed 

above; moreover, it improves the economy 

overall. People get better access to schools and 

hospitals. This simply improves the quality of 

life of citizens in African countries. If Japanese 

cooperation could spread their business to 

Africa like Hanshin Expressway example, both 

African countries and Japan will be able to 

receive considerable profits and it should be 

carried out to realize Kenyan vision 2030. 

V. Conclusion 

The topic of Globalization of Africa 

consists of many factors, so this report 

discussed general African countries’ cases by 

taking Kenya for an example. To be globalized, 

or to build an equal relationship with other 

nations, it is necessary to have a strong point to 
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offer to other countries and to improve a weak 

point to stand alone to some extent. For Kenya, 

these are tourism and secondary sector of 

industry as discussed in section II and III. Then, 

the section IV explored the importance of 

construction of transport infrastructure to carry 

out the strategy above, and revealed that 

Japanese cooperation is able to spread their 

business to Africa, and both of African 

countries and them can make a profit from it. 

After the TICAD V in Yokohama in 2013, 

Japanese government has intention to develop 

relationships between African countries. Japan 

and Africa should join this flow; then, it will be 

a significant step for the globalization not only 

for African countries but also for Japan. 
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Trade Relations  Toshiki Sato  Yumiko Koga  Evelyne Nyachienga 

We discussed a new possibility of trade 

between Japan and Kenya, and we presented 

the conclusion. We visited ZENSHO 

holdings and JETRO for our ST, trade and 

we had lecture about fair trade.  

ZENSHO holdings import coffee and tea, 

not through fair trade institution but they 

import goods by their own way and selling 

them to Japanese market. That’s why they 

can buy the products fairly from Kenya and 

ZENSHO also can save paying extra money 

for mediation.  

JETRO talked us about cut flowers. 

Usually these cut flowers export to 

Nederland and exporting to Japan, so we are 

not sure where the flowers come from. 

However, the flowers deal in JETRO 

directly export to Japan.  

We could have amazing discussion which 

we cannot have in our daily lives, and we 

could think more deeply about our ST. Japan 

export much bigger than Kenya so the trade 

relation is not that equal. We realized that it 

is important to encourage more about 

Kenyan side, and we made 3 goods for 

exporting to Japan.  

The first item is empesa which is electric 

money invented in Kenya, and it is so 

convenient. This is the system of remittance 

by safaricom which is the biggest mobile 

company in Africa. Kenyan students use 

empesa to pay for school expenses. There 

are no banks in some rural areas in Japan. If 

we have empesa in Japan, it will be very 

convenient.  

The second item is potato. Kenya sends 

potatoes to help the shortage of food in 

Somalia. Thus, Kenya generates plentiful of 

potatoes, and it is possible to shrink the 

income gap between people who live in 

cities and rural areas.  

The last item is music. There is a 

Japanese musician who plays Kenyan music. 

She plays live sometimes in Japan and she is 

fascinating Kenyan music to Japanese 

society. There are many musicians in Kenya, 

if her activity goes well, African music will 

be popular in Japan. We thought that it also 

would be a good chance for Japan and 

Kenya to have new business. 

These new goods, empesa, potatoes and 

music will develop an economic growth in 

Kenya, and also Japan can make much better 

relations with Kenya.
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IT             Ami Sugimura  Asuka Uchida  Zjukamu Riki 

Our study topic was "IT and media," but we 

changed it into "IT" because IT itself includes 

wide fields and we thought we might not be 

able to be i touch with the topic of media. It 

was also difficult to relate IT with media. 

 We broke this into three small topics to 

research. "IT in Kenya", "how to develop 

solutions through IT" and "digital divide." 

 For the first small topic, we discussed 

about how IT is developed in Kenya. It is 

actually way more developed than what 

Japanese people imagine of. In the second 

small topic, we focused on how to solve many 

problems we are now facing by IT. And finally 

in the last small topic, we talked about how to 

minimize all the bad effects that IT 

development might bring. In each topic, one 

person from our study topic made a deeper 

research, and later we made discussions on 

each topic, and finally put them into one 

presentation. We will put summaries of each 

topic in below. 

IT in Kenya    by Asuka Uchida 

 Since 1990, the environment surrounding 

communication has completely changed. The 

internet has become extremely popular. 

Governments created new industries and 

employment opportunities and economies and 

many companies cooperated to build networks 

with other companies. Both of them have 

accelerated globalization together. IT and 

communication technology have grown at an 

incredible speed and we are able to use their 

benefits every day. People have also become 

more accessible a variety of IT and 

communication technology. New systems and 

tools are being developed continually but we 

think that people lost a lot of things. We 

discussed the influence of IT and 

communication technology in the world. 

 The Cell-phone penetration rate in Kenya 

is up to 50% in 2009 and it is one of the hottest 

market for many mobile companies. Kenya has 

the own Money service, M-pesa, 7 million 

people use in 2011. There are companies that 

they try to solve social problems by IT. There 

are three examples. One is the measures to 

solve the traffic problem in Kenya of IBM 

Research Tokyo and Ushahidi, which means 

testimony in Swahili. It is the widely-used 

service on the Internet of aggregating the 

information of damage situations after a 

disaster such as an earthquake. The other one 

is Uchaguji, which means choice in Swahili, 

Monitores such as riots and corruptions. 

writing a comment on Facebook with a system 

cooperating with the NGO,  Also it has a 

partnership with police.  We hope the various 

activities of such companies. We thought that 

we should not only rely on the huge power 

such as a government but also the companies 
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solving working on many problems a variety 

of local and private companies. They will be 

able to straighten a lot of situations out or 

strengthen the local economy. 

How to develop solutions through IT            

by Zjukamu Riki 

 I presented about the ways in which IT 

can be developed and how it can be used to 

solve challenges that we world is facing. The 

solutions we have, although focusing on Kenya 

and Japan can be used anywhere in the world. 

 Through research and case studies made 

via company visits, we have found two 

patterns that were of interest to us.The first 

thing we noticed is that development of IT in 

Japan can be very expensive. The cost of 

hiring a team of engineers can be very heavy. 

To solve this Japanese company should 

consider offshoring development to countries 

like Kenya where the engineering and IT 

market is still in development. The second 

thing we noticed is that a country like Kenya is 

very responsive to learn from countries that 

have explored IT development more. With the 

improvements in telecommunication, there are 

no limits of georgraphy. 

 The question we now face is how do we 

make this happen. The truth is, it alrready is 

happening. IBM Tokyo is working with IBM 

in Kenya to solve the traffic congestion 

problem using smart ideas. Recently, the 

Kenyan Foreign Affairs cabinet secretary 

Amina Mohammed said Japan is a leading 

development partner for Kenya with official 

development assistance currently at about 

514.69 billion yen (Sh419 billion). 

 These projects are in motion now and are 

amazing feats of diplomacy and integration, 

but the best way to solve any problem is 

through uniting the best and the brightest 

minds. 

Ideas are not born in Africa or Japan, they 

not born anywhere on this planet. They are 

born in the mind. People do not realize this 

because most ideas remain in isolation, hidden 

from the world. 

Increasing global interactions and 

interactions of the mind, will help develop 

solutions through IT. 

But how do we do this? 

If there is one thing that I have learned in 

my life it is that education opens doors. If we 

truely want to develop solutions we have to 

start with education. Universities in Kenya 

such as USIU- Africa (United Sates 

International University in Africa), with Dual 

accreditaion in Kenya have expanded fields in 

the humanities, social sciences and business. If 

there were a University in Kenya that was dual 

accredited to the Japanese Universities the 

fields of Technology and engineering would 

revolutionize Kenya. 

Digital Divide  by Ami Sugimura 

I presented about Digital Divide. The other 

two people has already presented about the 

development of IT. I am going to write about 
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the risk that it might have. One of the risk is 

Digital Divide. Digital Divide is a gap to 

access the information between people among 

nations, regions and individuals. This appears 

when IT develops up to certain point. This 

needs to be solved. 

 Map1 is a map colored by different 

percentages of population who are able to 

access the internet. The bigger population it is, 

the more dense the color is. From this map, the 

gap between the access to the information is 

very big.  

 Graph2 is a graph showing the population 

of those who are accessible to the internet per 

100 people from 1997 to 2007. Blue line is 

showing that of developed countries, red the 

developing countries, and the green the whole 

world. The gap is bigger in 2007 than in 1997. 

This means once the gap is made, it will get 

bigger as the IT develops. It creates a vicious 

circle. This is a graph showing Digital Divide 

among countries, but it can also happen among 

regions and individuals making the unable, old 

and poor people a "Information-poor."  

 How can we solve this problem?  

 First, we can come up with the investment 

to the infrastructure. IT development can help 

itself when it reaches a certain point. To reach 

to that point, repairing infrastructure is 

necessary. Secondary, investment to research 

institutes can be said. As mentioned already, if 

investment is done to some institutes such as 

IBM, they will be able to research what makes 

digital divide and what is the best way to solve 

it. Thus, this kind of investment may help IT 

development without Digital Divide. 

 Lastly, I will say the education as one of 

the solutions. Not only the education to those 

who can able to access but not utilize 

technology, but also to those who are able to 

utilize them correctly. I am saying this from 

my own experience. While we were having a 

discussion about IT in our study group, I asked 

if there is any risk in IT development. A 

Kenyan member told us that he thinks there is 

no risk in IT development. He wasn't pretty 

much aware of or interested in Digital Divide 

or leak of the private information, and was just 

eager of the development. It is certain that in 

Kenya, the development is going on in a hyper 

speed, but there are still many regions where 

many people are not able to access to those 

new technology even in the same country. To 

that situation, he said that it can not be helped 

because people in those regions cannot afford 

IT devices; that it is not IT develop that should 

be blamed on, but it is an economics and social 

problem. He is not wrong, but it is better not to 

be blind to all the bad effects that IT 

development might bring, and just pursue it. 

Ignorance of rich will bring more and more 

Digital Divide. Today, it is claimed that IT 

development is necessary for developing 

countries, but we need to stop and think about 

bad effects. We should be clever enough to 

make IT development in a more wise and 

sustainable way. 
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Education Systems                   
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I. Why Study Education Systems? 

Not only does the education system of any 

country produce professionals, but it also 

molds the minds of the youth. It influences the 

way in which we think and act. We therefore 

found that it is extremely important for us to 

understand the system and seek to improve it 

to secure not only our own future, but also that 

of future generations. 

II. Kenyan Education System 

The Kenyan education system consists of a 

total of sixteen years of education. There are 

eight years of primary school, four years of 

secondary education, and four years of 

university education. This system is referred to 

as 8-4-4. 

In January of 2003, primary education in 

Kenya (eight years) was made free and 

compulsory (Gichura, 2003). The objective 

was to make education more accessible for 

some of the poorer members of society who 

were not previously able to send their children 

to school due to financial constraints. Parents 

want their children to have access to education 

because they believe it can provide a way to 

escape poverty (Gichura, 2003). 

Since then, a lot more children have been 

enrolled into primary school than before. In 

fact, even people from the older generation 

who had not previously had a chance to go to 

school were now able to enroll freely. A 

Kenyan now holds the Guiness World Record 

for the oldest person ever to enroll in the first 

grade; Kimani Maruge, who was 84 years old 

at the time of his enrollment in 2004 (BBC 

News, 2012). Mr. Maruge has cited poverty as 

a reason why he did not attend school in his 

earlier years (Archer, 2011). 

Secondary school and university education 

are as yet not universally accessible. This is 

due in part to the cost of education, but also 

due to the fact that there are not enough 

secondary schools in the country to absorb all 

primary school leavers and in turn not enough 

universities to give an opportunity for 

educational advancement to all secondary 

school graduates. 

It has also been noted that the Kenyan 

education system is one of the toughest in the 

world. At the end of every school year, there is 

a national exam for final year students of both 

primary and secondary schools to determine 
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who will get a place in either a secondary 

school or college respectively. The pressure 

that is placed on the students at each of these 

levels is intense, and it has been noted by some 

that the school system is based on the fear of 

failure and rejection (Friederiksen, 2013). 

In order to improve the practical skills of 

graduates of the Kenyan education systems, 

the newly elected government in Kenya has 

chosen to introduce the use of lap tops for 

children in primary schools. Already, 6,000 

primary schools which represented over four 

hundred thousand pupils have been identified 

for participation in the first phase of this 

project (Oduor, 2013). There are still some 

queries and objections to the project, but many 

are hopeful that the project will succeed. 

III. Japanese Education Systems 

The Japanese education system consists of 

six years of elementary school, three years of 

junior high school, three years of high school 

and four years of university education. This 

may perhaps be simplified as 6-3-3-4. The first 

nine years of school (elementary and junior 

high school) are free and compulsory. The 

system was developed and passed into law in 

1947. The education system was rebuilt after 

the American model. Also many other aspects 

of the Japanese education system are based on 

European models. 

Many Japanese agree that student life 

within public elementary schools is for the 

most part enjoyable. However, there is a lot of 

bad press on school life. This includes reports 

on delinquency, bullying (ijime) and/or 

behavioural problems that occur among 

students that were previously unheard of. 

The culture of juku & yobiko or cram 

school is particular to the Japanese educational 

culture (Johnson & Johnson, 1996). While 

elementary school, especially the formative 

years, is largely enjoyable, the middle and high 

school years are especially taxing on the 

students. Because of a culture that views 

entrance exams to desired schools as a type of 

war, a majority of students spend their after 

school hours in cram school getting ready for 

the entrance exams. There are examples that a 

lot of pressure on students from an early age, 

because college choices as well as job 

prospects are partially determined by which 

school one attends (Johnson & Johnson, 1996). 

Figures from 2002 put the literacy rate in 

Japan at a very high rate of female 99.7% and 

99.9 % for the males (Indexmundi.com, n.d.). 

This can be attributed to the good education 

system as well as the lengthy time in which 

elementary education has been accessible to a 

large section of the population. 

IV. Similar Challenges/Problems 

There are some challenges that are 

experienced in both the Japanese and Kenyan 

education systems. Though the particular 

occurrences are peculiar to each country’s 

particular circumstances, it is important to note 

the similarities. 
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Bullying is a problem in both countries. In 

Japan is more based on psychological nature. It 

has in some cases even led students to commit 

suicide. One such example is that of a thirteen 

year old boy from Otsu who killed himself 

after facing repeated acts of bullying from 

three of his classmates (Metcalfe, 2013). 

In Kenya, most bullying starts from the 

secondary school level. A research that was 

published in 2007 showed that bullying is 

almost equally prevalent in both day and 

boarding schools, with the differences being 

most notable in the type of bullying that takes 

place (Ndetei and Ongech et al., 2007). The 

prevalence of bullying was high at between 

63.2% and 81.8% of students responding that 

there was a bullying occurrence in the previous 

six months. 

In Japan, legislation has been passed that 

specifically recognizes the responsibility of 

investigating bullying occurrences upon the 

prefectural government and the local boards of 

education (Metcalfe, 2013). This legislation, 

along with certain amendments that are still 

under review may help deal with bullying. 

In a visit to the Kamihashi Elementary 

School, we learned that the students in that 

area were holding a seminar with 

representatives from different schools in order 

to come up with a declaration against bullying. 

This is a commendable way to get the students 

themselves involved in the process rather than 

just the teachers or the school boards. 

In Kenya, it would be beneficial for the 

government, both at the national and county 

level, to work together to come up with a 

comprehensive policy to assist those who are 

affected by bullying. It may also be useful to 

train teachers to spot signs of bullies and those 

being bullied. 

Depression is also a problem in these two 

countries among children of a school going age. 

In Kenya, the pressure to succeed in national 

examinations is intense, and students who do 

not do as well as they had hoped have been 

reported to commit suicide (Wamalwa, 2013). 

In Japan, cases of suicide among school 

students have been reported. These cases have 

been related with bullying from time to time 

(Westlake, 2012), although others say that it is 

because of the harsh realities of the job market 

(Mario, 2013). In order to curb this, it is 

important to ut less pressure on the students at 

such an early age. The students should be 

given more than just one chance to try the 

entrance exams in the case of Japan. In the 

case of Kenya, they should be made aware that 

the singular exam, whether at primary or 

secondary level, is not the defining factor of 

their lives. They can always retake it or pursue 

something else, perhaps even vocational 

training. 

V. Areas of cooperation    (JET & 

SMASSE) 

There are areas in which the Kenyan and 

Japanese people can and in some cases have 
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already initiated cooperation that can promote 

the advancement of both education systems. 

These will be briefly discussed through 

examples, specifically SMASSE and JET. 

SMASSE in full means Strengthening 

Mathematics and Science in Secondary 

Education. This was an initiative of the Japan 

International Cooperation Agency (JICA) in 

1998 following a request from the Kenyan 

government. The government sought to 

improve the teaching and learning of Science 

and Mathematics in an effort to aid 

development in the country. During its pilot 

stage it established an In Service Education 

and Training (INSET) program for Science and 

Mathematics teachers in Kenya. This was at a 

regional level. During phase II the program 

was expanded across Kenya as well as to other 

African countries. In the third and final phase 

the program was expanded to include primary 

schools in Kenya. The project will conclude at 

the end of this year. Today, the service teacher 

training system is established throughout 

Kenya (at 104 locations). One million students 

can receive classes from 20,000 mathematics 

and science teachers in 4000 secondary schools. 

This project not only raised children’s 

knowledge, but also helped them take 

advantage and contribute towards agricultural 

development. 

This program has improved the teaching 

methods within these two subjects across not 

only Kenya, but also the wider African 

continent. It has also seen the launch of 

cooperative programs within the continent 

(through the SMASE-WESCA {Western, 

Eastern, Central and Southern Africa}) as well 

as with other continents such as with the 

Regional Centre for Education in Science and 

Mathematics (RECSAM) in Malaysia. 

The program known as the Japan Exchange 

and Teaching (JET) has been in operation for 

26 years. This program is an exchange 

program for graduates who are not natives in 

Japan to live in the country for a period of time 

and teach their native language as well as to 

have a cultural exchange during the period of 

their stay. There have in the past been Kenyan 

participants in the program. 

The proposed extension of this is that the 

program continues to target graduates but at 

the same time be targeted at teachers from 

Kenya. This would improve the results of the 

teaching because the program participants 

would include trained teachers rather than just 

university graduates. Their methods of 

imparting knowledge will likely be more 

effective than those of someone who has no 

teacher training. 

VI. Suggestions for the Future 

Increasing Teacher/ Student Exchange 

As explained above, Japan already has a 

system in place that could work well in a 

teacher exchange program. It is our 

recommendation that the two countries work 

together in coming up with a system that 
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would see the exchange be a mutual agreement. 

Teachers would come from both countries to 

pursue educational and cultural exchange in 

the other country. 

It would also be beneficial to institute a 

student exchange for perhaps two weeks to a 

month each year. The student would be 

selected through a fair but rigorous process a 

year in advance to the exchange. The next 

several months would then be used to impart 

language skills (Japanese for Kenyan students 

and English for Japanese Students). These 

skills would then be applied by the student in 

the last month of that year when they would 

participate in the actual exchange. This will 

promote an interest and understanding of each 

other’s culture from an early age. 

Foreign Internship in University Level 

During one’s university career, it is 

common for most students to pursue an 

internship. Working together, the two countries 

can institute policies that make it easier for 

students to pursue internships in each other’s 

countries. 

Such an endeavor would not only promote 

cultural understanding but may also form the 

foundation for fostering business relationships 

for the future. The participation of enterprising 

students in such a program will be beneficial 

on an individual as well as a larger cultural and 

economic level. 
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Energy & Economy                  
Honoka Sakamoto  Ikumi Okunaka  Risa Okech

 Introduction 

In our topic, we will discuss about energy 

and the economy. We believe that energy 

availability leads to economic growth, which 

leads to more demand and consumption of 

energy, which may lead to energy shortage and 

eventually a poorer economy. 

I. Economic Situation in Kenya 

The republic of Kenya, a developing nation, 

has a population of about 44.3 million. Of 

these 44.3 million, 40% are unemployed and 

45% live below the poverty line. Kenya’s 

economy is largely driven by agriculture, for 

example the export of raw material such as tea, 

with 24% taking up the agricultural sector and 

14.8% taking up the tertiary industry sector. 

75% of the labor force in Kenya is focused on 

the agricultural sector. The total GDP of Kenya 

is reported to currently be about $41.117 

billion. 

In Japan, the economic growth rate is low 

compared to other countries. A tertiary 

industry is the most popular as 70% and the 

following is a secondary industry as 25% and a 

primary industry as 5%. 

II. Energy Situation and Economic Effect 

in Kenya 

In Kenya for electricity, the main sources of 

energy used are hydropower, thermal oil and 

geothermal power. However, the main source 

of electricity is hydropower. The population in 

Kenya is very large and this has effects on 

energy use and conservation. Because of the 

large population and reliance on agriculture, 

water resources are strained. The people rely 

on the water resources for farming, agricultural 

activities and domestic use, especially in the 

rural areas. This then leads to lesser 

availability of the water resources, and the 

large population makes it even more difficult 

for the hydropower source to provide enough 

electricity for the population.  

This is also made worse by periods of 

drought. Additionally, there is only one 

company that provides electricity; the Kenya 

Lighting and Power Company. KENGEN and 

other Independent Power Providers are only 

there to supplement electricity, but especially 

during drought periods. This leads to a 

shortage of electricity, and has an effect on the 

economy because production is reduced during 

power blackouts. Also, access to electricity in 

Kenya is very low, and it has been found that 

accessibility rate is 15% less than that of other 

developing countries. 

Another major source of energy is biomass. 

70% of the total energy supply in Kenya is 
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from biomass products such as wood fuel and 

agricultural residues. The demand for biomass 

energy is higher than the supply. It has been 

found that the demand for biomass energy is 

3.5 million tons per annum, compared to 1.5 

million tons of supply per annum. This high 

demand of biomass leads to environmental 

issues such as deforestation, land degradation, 

drought and desertification, which then have 

an effect on the agricultural production of the 

population, therefore the economic growth is 

affected. 

Petroleum is also another source of energy 

used in Kenya, and the largest type of modern 

energy used. All petroleum in Kenya is 

imported. The growing industry relies on a lot 

of transportation and therefore the demand for 

petroleum is higher. Kenya also spends a lot of 

money on the importing of this petroleum, for 

example in 2002, 16% of the total import bill 

was on petroleum and from Kenya’s total 

earning from foreign exchange, 31% was 

consumed by petroleum import. Because of the 

economic situation in Kenya, petroleum costs 

are very high and even when the global price 

of oil is reduce, Kenya`s prices still stay high. 

When we talk about the energy situation in 

Japan, we have to compare the data before and 

after the earthquake. In 2010, before the 

earthquake, thermal power took up 61% of the 

whole energy sources, nuclear power took up 

32% and renewable energy took up 7%. But 

after the disaster, once all of the nuclear plants 

stopped because of the accident in Fukushima 

and the lack was made up with thermal power. 

So the rate of this year was thermal 92%, 

nuclear 2% and renewable 6%. It is said that 

this increase of the use of thermal power 

caused the outflow of 20 to 40 billion dollars. 

Also, the monopoly of an electricity company 

is the problem as in Kenya. 

III. Suggestion 

In Kenya, because of the economic 

situation of the larger percentage of the 

population, many people are more motivated to 

solve their basic needs of food and shelter first. 

This means that they do not pay attention to 

energy conservation methods and this therefore 

affects their lives and economic development. 

However, part of the vision 2030 goal is to 

provide a high quality of life to Kenya’s 

citizens. One of the ways we can do this is by 

promoting environmental conservation and 

sustainability.  

We think that geothermal energy is the best 

one among renewable energy. This way is 

relatively practical because some Japanese 

companies have exported geothermal plants to 

Kenya so we think there are not so many 

things to talk about geothermal here. Instead, 

we propose to spread the use of solar power. It 

is important to develop and get various kinds 

of energy source apart from geothermal. The 

generation of solar power is always controlled 

by weather, which cause the unstable supply of 

energy and that is the point which is argued in 

Japan. However, in Kenya people face a basic 
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energy shortage, for example they have 

blackouts an average of twice a day. That 

means the situation is totally different from 

Japan. Solar energy is effective also as a 

backup when a blackout is caused. 

There are still some problems such as the 

development in the field of storage of 

electricity and smart grid. Feed-In-Tariff 

system, which was mentioned when we visited 

the NGO Green Peace during the main 

conference, is also helpful as a way of 

promoting solar energy. In 2008, this system 

was introduced to Kenya. This system 

promotes the use of renewable energy, and 

provides incentives to those who produce 

electricity from renewable energy sources. It is 

a good system because in the long run, it will 

provide a cheaper alternative for the people 

and also creates employment for people who 

produce the electricity. However, maintenance 

training is needed for the people on the 

importance of renewable energy and how the 

long term effects will benefit them. Also, a lot 

of funding is needed to cater for the incentives 

for the use of the system. 

  



 

104 

 

 

 

Chapter 4 

Personal Essay 
 

  



Chapter4 

105 

Progress     Kosuke Ariga 

Things have changed since the 13th 

conference. Last time, I was Secretary General, 

and it was held in Kenya. This time, I am the 

chairperson in Japan. These changes drove me 

to feel the time that passed. Now, in the end of 

summer, I would like to look back the 14th 

conference using a word “progress.” 

August 12th 2013, the year Japan was hit 

by a heat wave, we met the Kenyan 

committees at the Kansai International Airport. 

I was relieved when I noticed that they are not 

changed very much; however, soon I realized 

their progress since the last conference. 

One day at night, everybody talked about 

their dreams eagerly; while, most of us were 

not determined as much last year. To teach 

Japanese, to help the slams by music, to 

become Kenyan Ambassador in Japan, and so 

forth. As we encountered various perspectives, 

values, and discovers in the 13th conference; 

we changed our mind over and over. I believe 

those experiences, or new friends and intensive 

learning, have worked as the trigger for them 

to make progress. 

I also felt my progress as well as Kenyan 

committees. The one year let me found my 

stand point as a Japanese person. Last summer 

in Kenya, I discovered the perspective of 

Kenyan people which is sometimes totally 

different from Japanese and Western ones. 

Also, I was embarrassed to notice my lack of 

knowledge about Japan. Even though I knew 

something, I was not able to express it because 

of my poor English. After the conference, I 

studied hard to be a man who can be confident 

as a Japanese person. It let me share 

knowledge with Kenyan committees much 

more than last year about history, politics, 

economics, the Emperor of Japan, customs, 

social systems... etc. Not only about 

knowledge, but also by expressing my opinion 

clearly, I managed to strengthen the bond 

between us. The progress toward my aim to be 

a honored Japanese person. 

On the other hand, I, as the chair person, 

have struggled all the time for the leadership 

and decision making in a group. The different 

background we had often caused conflicts. 

Even I also arouse people’s antipathy by 

neglecting people’s intension to prioritize 

optimization. All of them made me reconsider 

the fundamental meaning of this conference 

and the individual sense of value. Still I cannot 

give a clear solution for them; however, I 

would like to emphasize that I was able to 

proceed in such a hardship with support of 

other committee members. Since everybody 

worked earnestly all the time, we were able to 

overcome many difficulties, and now we can 

laugh at them after all. It makes me happy 

more than anything. 

At last, I would like to offer my heartfelt 

thanks to all the people who supported JKSC 

and enabled us to have the 14th conference. I 

acquired “my” Kenya in my mind through last 
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two years, and I am sure that Kenya will have 

a special place in my heart forever. I wonder 

how many people could have such a special 

country other than the homeland. Experiencing 

the flourish of African countries, the 

relationship between us will change 

significantly, and for future participant, “their” 

Kenya must be totally different from the one 

that I got. No matter how long time goes, 

however, I wish JKSC will keep growing as a 

pioneer of relationship between Kenya & 

Japan and an information provider of both 

countries, and finally I hope youth in the future 

will make progress here, in JKSC. 

 

My second and last JKSC     

in Japan 

Yumiko Koga 

When I saw and hugged you Kenyan 

members in Kansai airport, I felt super happy 

and I also little bit missed the last conference. I 

couldn’t believe it we had got together and 

work on the main conference again. But we 

changed money to Japanese yen and our 14th 

conference was actually started there without 

Nzilani’s suitcase.  

We moved to a hotel close to Kamagasaki 

from kansai airport and we all members had 

time to introduce ourselves and dinner together 

in a small room which is for only two people 

then. It was our first day of the 14th main 

conference. The next day, we had field work of 

kamagasaki and honestly I was shocked by 

knowing the truth there more and more. 

Because I’m growing up here in Osaka but I 

know only the discrimination against 

kamagasaki not these reason, history and 

people live there. But actually we did 

“takidashi” and we talked to people laying 

down on the road that was the greatest 

opportunity to see them directly for us. This 

experience must be rear to see negative aspect 

of Japanese politics, society and economics for 

not only Kenyan but also Japanese members.  

Through this conference, I realized that 

many companies and people had supported us. 

We learned how Japanese companies approach 

African countries especially Kenya form 

Hanshin expressway, Zensho, JICA, JETRO, 

IBM, Green Peace. Moreover we had lectures 

about dropping atomic bomb in Hiroshima by 

Ms. Sumihiro and the story about Kamagasaki 

in Osaka by Mr. Tomooka. Then Kikkawa 

family and Yamaguchi family gave us the 

place to stay in Hiroshima and Kyoto. Those 

families welcomed us warmly. I think we 

might not be able to success our main 

conference without their corporation. I really 

glad to meet them. Thank you very much. And 

I thought we had organized very hard schedule 

then. We all members are greed that’s why we 

planned the very hard conference but we 

learned many things and got a lot of 

opportunities only for two weeks. Maybe I’ve 

never experienced such a wonderful schedule 

here. The summer in Japan is too hot and 

humid to do everything and we are always 
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sweeting so much. Some members hurt their 

legs because we had sometimes walked long 

distance with very heavy suitcases. I really 

missed matatu at that time. I wish we could 

ride on a matatu, we could move smoothly 

without pain and fatigue.  

Finally we’ve accomplished our project 

with all members of 14th JKSC without 

accidents. Thank you for your corporation. I’m 

Japanese but there are many things that I don’t 

know at all. In this main conference, I 

recognized it and also got chances to study 

about those things. In the future, I want to be a 

person who helps Japan to approach Kenya. I 

will graduate from my university in March and 

I will work hard for a company but also I want 

to keep being related to Kenya and sending 

more information to Japanese society. 

 

Storming Days  Toshiki Sato 

Osaka, Kansai International airport, I met 

very impressed hair Kenyan students with very 

heavy suit case. I cannot believe that it was 

been already 2 weeks ago and 14
th
 JKSC is 

almost finished This year it was held in Japan 

and I never been to west part of Japan so that it 

was new and good experience for me to go 

around Japan. First, I visited place called 

Kamagasaki where the region has biggest 

population of homeless. I had negative image 

of homeless people, but communicating with 

them made my feeling positive. We took train 

from Osaka to Hiroshima, and it took about 8 

hours to get. On the way of Hiroshima, Kenyan 

students were surprised to say there is a lot of 

water, and then I realized that Japan is the 

country has really plentiful of water. In 

Hiroshima, the people who hosted homestay 

were so kind, and we visited Itsukushima 

shrine and the atomic bomb dorm. I am sure 

that all participants satisfied in Hiroshima. 

Also, when I visited Kyoto, I could see the fire 

on the mountain called Okuribi, so far 

beginning of the conference gave me chance to 

feel truth of Japan. While we stayed in Tokyo, 

we visited many companies and organization. 

Zensho group and JETRO were one of the 

most interesting placed to visit, because our 

topic of round table was trade, and these 

company and organization gave us information 

of fair trade and hint of new opportunity for 

Kenya. That’s why we could discuss trade 

smoothly in our group and I could learn a lot 

from the discussion. We talked about new 

trade opportunity for Kenya in the symposium 

which held in Kenyan embassy. I could have 

great discussion with audience and it was good 

for me to think what is necessary. Tomorrow, 

earlier morning, very humorous gyudon lovers, 

Kenyan students are heading off to Kenya. 

Thank you very much all who gave me such a 

great time in summer, and thank you so much 

for following me, sometimes it was physically 

tough for you guys due to remitted budget. I 

appreciated that a lot as a finance of 14
th
 JKSC. 

Thank you so much! 
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Japan is my find! Misato Abe 

During the main conference, we visited to 5 

big cities, Osaka, Hiroshima, Kyoto, Tokyo 

and Yokohama. Walking around Japan with 

Kenyan members made me see again my 

country; moreover, there were something I 

came across for the first time, though I had 

lived in this country for 19 years. For example, 

we visited Kamagasaki, the biggest town in 

Japan day laborers live in. At night, they lay on 

the ground because they couldn’t afford the 

house. It was a great shock to me. The man 

supporting them told us it was not those living 

here but all Japanese living in other area that 

created this problem. His speech is still with 

me and leads me to think about some negative 

aspect in Japan, many Japanese people have 

only prejudice without concern. 

It was also possible to think about culture 

through the time spent with Kenyan members. 

When they were questioning things that I 

thought for granted, I could not reply easily at 

first. However, repeating such experiences, I 

think now that what they wonder is just a 

culture of Japan. Their trying to understand 

culture of Japan enabled me to have 

opportunities to see our culture. 

Before the main conference, I wanted to 

know more about Kenya and its culture that 

had been unknown. The time with Kenyan 

members, in fact, taught me about Japan. I was 

keenly aware of not knowing my country until 

then, many new findings help me to see and 

feel Japan. Looking back the main conference 

of about two weeks, I was surrounded by nice 

members in every moment. The time with 

them will be surely my treasure through my 

life.  

My sincerest thanks go to all our sponsors 

and supporters, in conclusion. Asante-sana! 

 

Many things I learned from the 

main conference 

Ami Sugimura 

From August 12th to 26th 2013, I attended 

the main conference as a member of JKSC in 

Japan. During the conference, we did many 

activities including field works, company visits 

and sightseeing. It was the first time for me to 

be friends with Africans and it was extremely a 

great experience for me. 

First place we stayed was Osaka. We went 

to a slum called "Kamagasaki" as a field work 

and saw how homeless people live. We also 

met people who are helping those homeless 

people to live by themselves with power and 

hope. The play we saw played by elderly 

people who used to be homeless was very nice 

and they all looked very happy.  As a 

Japanese, I didn't know the existence of a slum 

in Japan till then.  

During the conference, we had 

opportunities to visit several companies and 

learn and discuss about our study topics. I 

learned many new things from company visits. 
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I especially had fun in Zensho where we learnt 

about faire trade. I din't know what exactly 

faire trade was, so their presentation on normal 

faire trade and original faire trade to make 

price cheaper and to support developing 

country in a more sustainable way was 

completely new and moving for me. I also 

liked the technology they use to control 

ingredients they send to each restaurant every 

day so that they can minimize food wastes, 

since I had seen many food waste in the places 

I had worked as a part time job.  

We did learn a lot by studying, discussions, 

and company visits, but I think the most we 

learnt many things from is by sightseeing and 

just by spending time together with students 

from different continents. Even though the 

main conference was held in Japan this year, I 

was able to learn many Kenyan cultures. I 

really liked the word "polepole" which means 

to be slow. In Japan, people are always in 

hurry. I think it will help us somehow to stop 

and come up this wonderful word in our rush 

time. I was also very excited to sightsee 

famous places with these Kenyan friends. It 

was my first time to visit Hiroshima prefecture. 

I was very moved to see the dome attacked by 

the atomic bomb in my own eyes. I have 

learned and heard about the atomic bomb only 

used in Japan, but to be in the exact same place 

and to see what big damage it gave brought me 

to a big sadness and fear. I also enjoyed other 

sights as Miyajima, Kyoto and Yokohama. 

In the conference, I found many new things 

that I didn't know even about Japan. I was so 

ignorant about my home country. I will study 

harder about my own country so that the next 

time I invite foreign friends to Japan, I can 

guide them better than this time. I also got to 

know what kind of image foreign people have 

about Japan, and what they actually think after 

visiting Japan. At the same time, I learned 

about Kenyan culture and how developed 

Kenya is, which I was absolutely not aware of. 

I learned that many companies and 

organizations are trying very hard to connect 

Japan and African continent by their own 

methods. There are so many things I learned in 

this two weeks of travel. I will tell many 

people about this experience. That, I think, is 

what I can do for now. I hope JKSC members, 

both Japanese and Kenyan, will be the leader 

to make joint from Japan to Kenya and build 

great relationships in the near future. I am 

looking forward to seeing my best friends in 

Kenya next summer. 

 

After the 14th Main Conference 

Satomi Mizogichi 

I had only joined the half schedule of the 

14th Main Conference for various reasons, but 

there were a lot of programs every day, so the 

main conference was over all too soon. Just 

before the departure from Kenya, a huge fire 

broke out in the Jomo Kenyatta International 

Airport in Nairobi. Therefore, I felt a stabbing 
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pain in the stomachache, however, I felt 

relieved when the conference started, because I 

could receive communications from Kenyan 

side members instantly and they could come to 

Japan in safety. After joined the JKSC, I have 

been feeling Kenya close to me, especially 

after meeting Kenyan side members. From this 

time on, probably I will not take part in Kenya 

directly for work. However, I would be happy 

if I could concern myself with this country 

including the JKSC members.  

The most one I could not forget is a visit to 

the Kamihashi Elementary School in 

Yokohama. We, elementary students and the 

JKSC members, sang Kenyan music in 

Kiswahili, and talk about Kenya. I have some 

this kind of experiences, but it was my first 

experience to play like dodge ball. The 

children and the JKSC members seemed to be 

having a great time playing together. I though 

such cultural interchange is also nice. And, 

Ariga, the chairperson of the Japanese side said 

“Although we speak other languages, we can 

mingle cheerfully like this.” It was also 

impressive. I would like to plan like this 

elsewhere. Besides, henceforth I want to apply 

what I have learnt from activities of JKSC.  

There were many things that we have to 

improve though, we safely finished the main 

conference and it was substantial. The main 

conference of the JKSC is the fourteenth this 

year. Unfortunately, there is little opportunity 

of fraternizing with students from Kenya and 

Japan. I hope it can continue in the future.  

Lastly, I want to go to Funaoka Onsen; a 

beautiful public bath in Kyoto with the JKSC 

members next time, so I hope Kenyan side 

members can visit Japan again. I desire seeing 

all somewhere. Activities of the 14th JKSC are 

only 4 months, but I spent a fulfilling time 

though this student conference.  I am really 

glad to see you all of you.  

The thing we must not forget is we can 

open this conference thanks to a lot of people’s 

assistances. We are greatly obliged! 

 

What I learned from             

the main conference 

                   Ikumi Okunaka 

During the main conference, for 17 days, 

we visited some companies, did some activities 

and had discussions, and I gained different 

valuable experiences from these.  Especially, 

I learned two things.  

First, it is “a lack of my knowledge about 

Japan”. When Kenyan a member asked me 

some questions about Japan, I couldn’t answer 

enough. It is clear that one of reasons is my 

poor English skill, but in addition, sometimes I 

didn’t know how to explain it in Japanese. This 

conference is held in Japan, so we visited some 

places around Japan, but I couldn’t explain 

Japanese social problems, history and culture. 

For example, Kamagasaki in Osaka, the town 

of day labor, the Atomic bomb Dome. I had to 

answer to them, “I’m not familiar with~”, so I 

felt miserable many times. Though I live in 
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Osaka for 21 years, I didn’t know about 

situation of Kamagasaki and process of 

forming Kamagasaki. 

 Therefore although one of main topics in 

this main conference was telling Kenyan 

members Japanese history and society, I also 

learned and thought about a lot of things about 

these. 

Second, it is “difference of premise 

between Japanese and Kenyan”. When I talked 

with Kenyan, sometimes my opinion and theirs 

were completely different and I surprised to 

hear their unexpected answers. However I 

heard their claims a lot, and I understood the 

reason. It was the difference of premise 

between us, that is, the difference of society, 

politics, economics, culture and environment 

between Japan and Kenya.  

I’ll show an example. When we walked in a 

street which was decorated with electric 

spectaculars in Osaka, one of Kenyan member 

said, ” So beautiful!! I envy it!! ”. I said to 

her, ”It can also be done in Nairobi, cannot it? 

Nairobi has enough economic power, right? ” 

However she told me it is impossible. It is 

because electric spectaculars are inevitably 

stolen. I answered it without considering the 

situation of Nairobi, I considered just Japanese 

one. Therefore when I talked with them, I 

suddenly came to be unable to understand what 

they said many times, and later I managed to 

get it. It was new and interesting to me every 

time. Next main conference is held in Kenya, 

so I have to understand the situation of Kenya 

more.  

Moreover in the future, I will have a lot of 

opportunities to discuss something with 

foreigner, so I have to comprehend some 

premises before discussion if I want to have 

discussion smoothly.  

I learned and enjoyed uncountable things, 

so this main conference is so fruitful for me. In 

addition, I cannot wait next main conference in 

Kenya. 

 

Finding new aspects of my 

country with Kenyan students 

Honoka Sakamoto 

What was the most impressive during the 

main conference is the visit to Kamagasaki. I 

felt shame that I didn’t know even the name of 

Kamagasaki because I’ve been living in the 

east part of Japan. So what I saw there and 

what I listened from Mr. Tomoka was really 

shocking for me. There were people sleeping 

in the job placement office but it only had a 

roof and it was like outside. I heard that the 

construction industry have historically used 

and then discarded laborers and that is behind 

this problem. I thought this problem is not 

simple. Now Japan wants more and more 

economical development but we must know 

these problems. 

The other impressive visit was the Atomic 

Bomb Dome and Peace Memorial Museum. 

When we visit there it was sunny and hot as 
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the day which the atomic bomb was dropped. 

So I felt it easier to imagine that day. In the 

museum, there were the pictures that were 

taken just after the explosion and of people 

who were injured by the bomb. It was hard for 

me to just looking at them. I felt very sad. It 

was a sad aspect of Japanese history but we 

can’t change the past so Japan should promote 

peace as the only country which has been 

atom-bombed. And I want more and more 

people in both Japan and foreign countries to 

visit there. 

As many Japanese, I imagined wild nature, 

animal and poverty when I hear the word 

Africa before I join Japan Kenya Student 

Conference. When I talked to Kenya students I 

was surprised to hear that they have never 

eaten in McDonald’s and they have blackout 

twice a day in Kenya. But they were also 

similar to us when they were trying to connect 

Wi-Fi everywhere. It is my fortune to have met 

with the students in such a far-off country. 

Practically Kenya is far but now I feel “close”. 

I think it’s important to have these foreign 

friends. Even though two countries are not in a 

good relationship, you will feel a sense of 

closeness to a country if you have a friend 

there. Actually it is difficult to visit each 

country because of time and money. But I 

believe these personal relationships between 

countries will be spread because we now have 

a convenient tool called SNS. And fortunately 

I got a chance so I will go to Kenya and 

experience as much as I can next year. 

Thankfulness  Asuka Uchida 

I gained a lot of experiences through this 

conference, and I learned a lot. One thing I 

learned is the importance of getting hands-on 

experience. There are many reasons why I 

thought this. 

First, I was able to wipe out my prejudices 

which I had had about Kenya by attending this 

conference. Since I had an opportunity to learn 

about Kenya and Kenyan people from an older 

student who had attended this conference, I 

developed a vague image about them. After I 

met them, I was also able to know their 

friendly and frank personalities. 

Secondly, having visited Kamagasaki at 

night for the first time, I learned what I had not 

known before. I saw many homeless people on 

the street there. Before I went there, I had not 

known that there is such a place like 

Kamagasaki in Japan, and it was a shock to me. 

I gave meals to some homeless people while 

talking to them.  I had just regarded Nishinari 

as a dangerous place before. I didn’t know 

what it was like to live on the street.  

If I can go to Kenya some day, I wanted to 

go to Kibera in Nairobi before. I realized knew 

that there are many slums not just in 

developing countries like Kenya, but also in 

many places around the world. Also I thought 

that people should not go to places just because 

they are curious. If I have a chance to go to 

Kibera, I would like to learn about it 
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beforehand. At the moment I still do not know 

what I can do there, I would like to tell what I 

have learned about Kenya and Kamagasaki and 

through that, I would like to draw people’s 

attention to Kenya. While the Kenyans in the 

conference value the technology and modern 

facilities such as trains and buildings in Japan, 

I value Kenya for its vast Savannah and 

multi-ethnic nation. I also thought that not only 

people in Kenya but also people in Japan do 

not know about their different regions very 

well. We should inform people about them. 

Before the conference I had not known that 

there is an economic tie between Kenya and 

Japan. We had opportunities to go to the 

Hanshin Expressway, Zensho, IBM research 

and so on to learn how they work abroad. 

Through this experience, I learned a lot of 

interesting things about their activities for 

Kenya. I am glad to know that many Japanese 

companies work for progress in Africa.  

Finally, I would like to thank each member 

of JKSC and every one that has involved in 

JKSC and has enabled me to have such a 

precious experience. 

I really hope that the next conference will 

be good as well. 

 

Once In a Life Time Chance 

Ruka Terukina 

“Kiribu, Japan!” Since we met Kenyan 

member at the Kansai International Airport, 

period of two weeks was so instant. It is not 

exaggeration to say that main conference was 

an opportunity full of a sense of fulfillment in 

my life. I still remember that Kenyan member's 

smile full of hope for main conference when 

they came out of the arrivals hall of the airport. 

 In the Kamagasaki, Osaka where is the 

first visit place, we went to biggest slum in 

Japan. At the time, I witnessed situation that a 

lot of people are living from hand to mouth by 

a day labor in the domestic. During the 

volunteer work in night which is serving food, 

I talked with people who are living in there and 

cried because it rather than the tears of 

sympathy to them, I have attention to poverty 

in other countries on the other hand I was 

extremely ignorant about the current state of 

own country. As there is a proverb: “The 

darkest place is under the candlestick”, if 

people is heedless of own problems, can’t be 

focused on the problems of other countries. At 

that time, I was able to find my new challenges 

that try to understand more deeply the current 

state of Japan. We could have a great 

hospitality by Mr.Kikkawa and his family who 

are member of Japan Kenya Association and 

deepen the friendship with them at the 

homestay place in Hiroshima. We visited the 

Atomic Bomb Dome and the Peace Memorial 

Museum as part of the peace study. Although I 

learned about history of atomic bomb through 

the peace study many times in before, there is a 

difference between peace study to learn just on 

the desk, and  actually to go to the site and 

observe, it made me think again about the 
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significance of peace that does not stop just 

idealism through this visit. In Kyoto, it was a 

great chance to touch the culture of Japan that 

are seeing the ceremonial bonfire, visiting 

Japanese temples and old town because I never 

have experienced yet. In Tokyo, we visited 

some companies and organizations, and went 

to sightseeing. When we visit to JICA, we 

could hear a lecture about international 

cooperation project of Education in Kenya 

(SMASSE) from Ms. Komori who is 

organizing this project that content is my 

interest since before, so I could reconfirm my 

future goal. In Kanagawa, we had the 

opportunity to interact with students and 

teachers of Kamihashi elementary school 

where is actively engaged in the global 

extra-curricular activities. During the study 

session, we could have a good chance to share 

our opinion and find solution about issues of 

both of side, and international cooperation for 

our future. Concept of Education is the 

foundation of all things such as economy, life, 

and society. While this conference I also found 

out that t is an important challenge in the 

future that promote educational problem in 

parallel at the same time that it activates the 

economic growth in order obtaining the 

affluence. 

I was able to fulfill a goal that I had when I 

participate the conference, not only field work 

and study sessions, but also when we spent a 

time in sightseeing, shared the food, clothing 

and shelter. It is “Culture Creation 

(transmission)”. It sounds take for granted, but 

I felt that in a real sense, people can understand 

and reconfirm the own culture for the first time 

when we involved with foreigners and could 

convey the culture of the country. 

I think all the members of JKSC have a 

very unique personality since then we met each 

other in the pre-training camp, everyone was 

really cooperative, we could succeed the main 

conference by each other's support and 

cooperation, and we built up magnificent 

friendship that are significant to me. It is going 

to be a stepping stone to the next time. 

I want to leverage and connect it in my own 

future that has acquired valuable experience 

through this conference. I would like to 

appreciate from my heart to encounter of all 

14th members, members of OB and OG, 

sponsors, and everyone who supported us. And 

I will keep in my mind that, from now on, I 

would like to build a stronger crosslinking 

between Kenya and Japan in the future. 

 

BIG IN JAPAN         
Nyaranga Odundo 

Ever since I first heard the song "Big in 

Japan" by Alphaville when I was young, I 

really liked it. When I started learning more 

about Japan at the university, I liked it even 

more because it motivated me in my dream to 

one day visit Japan. My trip to Japan has lived 

up to my expectations, of which there were 

many. 
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Upon arriving in Japan, my first impression 

was amazement. There was a train inside the 

airport, and everything was just so organized. 

There was a definite sense of calm that I felt 

upon arrival after the long layover in Istanbul. 

Seeing old friends like Yumiko and Kosuke 

was nice, as well as making new friends in the 

other Japanese members we met that day; 

Honoka, Ami, Ikumi, Misato, Asuka, Ruka, 

and Toshiki. 

The stay at Hotel Sunplaza was exciting; 

first futon ever & free wifi. The trip to 

Kamagasaki was perhaps one of the most 

enlightening experiences that I have had in 

Japan. Before, when I thought of Japan, all I 

imagined was technology and sky scrapers. 

However, now I understand that even in Japan, 

there are those people and places who are not 

as fortunate as others. The field work showed 

me that it is in fact possible to lack basic needs 

in Japan. 

The home stay in Hiroshima was a lot of 

fun. Not only because of the sightseeing but 

also because Mr. Kikkawa and his family were 

very welcoming. We never felt like outsiders, 

even though most of the family does not speak 

English. 

For different study topics, we had different 

company and organization visits. My favorite 

was the Zensho Corporation, and not just 

because they fed us. I was impressed with their 

policy of pursuing fair trade not only in Kenya 

but also in other disadvantaged countries 

around the world. Though they do not have 

any third party certification for fair trade, I 

believe that it is better to keep the prices of fair 

trade goods low so that they are attractive to 

the customer. I was really inspired by this 

meeting, to educate people in Kenya about the 

value of fair trade and how to get access to it. 

Another influential trip for me was the 

Hiroshima Peace Memorial Museum. Though I 

had previously learned about the atomic bombs 

dropping in Hiroshima and Nagasaki from 

school, I found that you cannot really 

understand the extent of the damage until you 

see and hear the personal stories behind all the 

victims. It was really emotional and made me 

even more sure that nuclear weapons should be 

abolished in the world. 

During the weekend before the symposium, 

my father passed away back home in Kenya. I 

would not have been able to stay strong on my 

own. JKSC, through present and past members 

as well as Ms. Chie Goto helped me 

immensely. My feeling during this time was 

that JKSC is truly made up of friends. 

I have received more than I had hoped for 

from JKSC. I have acquired knowledge in 

various fields, I have made friends that will 

last a lifetime, I have seen sights that I will 

remember forever. In the end I truly was big in 

Japan. 
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JKSC-14th Impression 

Risa Okech 

After an unpleasant experience in Turkey, 

we received a very warm welcome from the 

Japanese members of the 14
th
 conference. 

Immediately after our arrival at KIX, we got 

on a train to go to the hostel. I was very excited 

because although there are functioning trains in 

Kenya, I have never taken one in Kenya. I 

have only ever experienced a train ride once in 

my life, in the UK when I was in primary 

school, so taking a train now was a very 

exciting experience for me. 

When we arrived at the hostel, we had our 

very first cultural experience in Japan. The 

rooms were traditional Japanese style, which I 

was also excited to experience in real life, as I 

have always been intrigued about the style 

after seeing them in Japanese television drama, 

which I enjoy. I also found it interesting that 

the space for accommodation in Japan is very 

small, but the use of space is very efficient. 

While at Osaka, we learnt about the history of 

Japan, which enlightened my understanding of 

how Japan came to be where it is now. We also 

visited the homeless and old people. It was 

heartbreaking to see their living conditions, but 

it made me to value and appreciate my life 

even more. My eyes were also open to a 

different side of Japan that I had never before 

thought existed.  

At Hiroshima, we did a homestay visit at 

Kikkawa-san’s home. This was a very different 

perspective from what we saw in Osaka. In 

Hiroshima, the homestay venue was an 

upmarket house, which fulfilled the 

stereotypical, technologically advanced image 

of Japan that I had. (The toilet flushed 

automatically!). Also, at homestay, the 

members got to know each other more and it 

was during this time that we really started to 

warm up to each other. We also visited the area 

of the atomic bomb and learnt a lot about the 

history of unfortunate events. For the next few 

days, we visited a lot of cites and ate Japanese 

food, which was a very nice cultural 

experience for me, despite moving around with 

heavy suitcases in the heat. However, even 

though I would have preferred to leave my 

suitcase somewhere and not walk so much in 

the sun, the experience taught me endurance. 

The following days were more academic 

focused. We visited companies for our study 

topics, and I felt very honored and privileged 

to visit such large companies like IBM and 

Zensho. From these visits, I learnt a lot about 

various topics and got a broader perspective on 

various issues, as well as gained more 

knowledge that I can apply in my personal and 

career developmental goals. We presented our 

topics at a symposium at the Kenyan embassy 

in Japan, which was also a humbling 

experience, since among the audience were 

senior representatives of the companies we 

visited. 

In conclusion, the 14
th
 conference was an 

eye-opening experience. From the challenges 
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experienced, I gained personal growth. I also 

learnt about another culture and how to adapt 

to different situations. The most valuable 

things I gained from the conference were the 

knowledge on various topics, cultural 

experiences and good friendships that I have 

formed with both the Japanese and Kenyan 

members.  

 

14th JKSC conference 

Zjukamu Riki 

This year’s conference was truly an 

amazing experience for me. Having attended 

the 13th conference in Kenya I thought I knew 

what was in store for me, that didn`t turn out to 

be true.  From the moment we started 

planning for the conference, work started 

piling on. The only thing that was on my mind 

was to get everything done before the 

conference begun. And since it began, we have 

been on a rollercoaster of events that I will 

never forget. Since the moment we landed in 

Japan we were welcomed hospitably by 

everyone from airport security to JKSC 

members. At the opening ceremony we 

interacted with many people who were not 

only from JKSC but an international 

community. This took place in the in the 

residence of Mr. Kikkawa, and in the presence 

of Mr. Ohno, the chairman of the Japan Kenya 

Association and was the first time I really felt 

at home in Japan. There were a number of 

cultural activities that we attended and 

participated in. We took a ferry to Miyajima 

where we visited the Itukushima Shrine, a 

magnificently beautiful structure with a 

vermillion coloured grand gate, the symbol of 

Miyajima. The next site we visited is largely 

known to the world as one of the atomic bomb 

sites. I had heard and read about the effects 

that the bombing had, but no book could 

explain it as realistically as standing right 

inside the epicentre or seeing the melted 

remains of the blast in the museums. On a 

lighter note, the cultural experience that had 

impressed me the most was how the native 

Japanese religion, Shinto, is integrated into the 

daily activities of the Japanese people. I saw 

this in the simple words said before eating 

“Itadakimasu”,meaning “I will humbly receive 

this food”  to the custom of bowing when 

talking to a respectable person. 

During the conference we had the 

opportunity to visit companies throughout 

Japan. We had arranged for appointments with 

JICA, the Japan International Cooperation 

Agency a governmental agency of Japan which 

is responsible for the technical cooperation of 

Japan’s Official Development Assistance 

(ODA) programs, Zensho, Japans number one 

company in the food industry, Hannshin 

Expressway, a company that deals with 

management and services of expressways, with 

other to mention. The company that stood out 

to my interests was IBM, we visited IBM 

Tokyo on the 21
st
 of August 2013, I was so 

highly highly impressed by the welcome that 
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the company gave us and their willingness to 

share their wealth of experience. I’m also very 

grateful for the career advice that they gave me, 

it really motivated me to aim for the level of 

professionalism they showed.  

During the conference we had time to share 

our knowledge and cultures in the most 

enriching and practical way. We ate and spent 

time together just as a community would. The 

one thing that will forever stay on my mind 

from this experience, from the piles of things I 

learned is the ethos not only within Japanese 

people but in their companies. I say that 

because companies in Japan are becoming 

more diverse while still keeping high standards 

of quality. From the cultural aspect, I learned 

how to appreciate the small things, the beauty 

in simplicity. This was an eye opening 

opportunity, and I would advise it to anyone 

who wants to experience working as a team, 

sharing ideas with different people, and getting 

to meet fellow students that Japan and Kenya 

are moulding to be future leaders. 

 

Japan… Love her to Bits!!! 

                     Nzilani Muia 

From my readings about Japan and its 

culture, I was intrigued with her very rich 

culture, the healthy diets and the long life span 

of the Japanese and more. However, the very 

long and tedious flight to Japan from Kenya 

almost dampened my enthusiasm but my first 

view of Japan from the air compensated for the 

long flight. It was beautiful, green and fresh, 

though the weather was unbelievably hot, as 

we were made to understand that Japanese 

summer is usually very hot and humid. 

My experience of Japan was nothing short 

of amazing…nothing close to what I had 

imagined…you can only learn so much about a 

place on TV and books. Experience still 

remains unrivaled. The warmth with which the 

Japanese students welcomed us was 

overwhelming…it was great to re-unite with 

friends I had made during the 13
th
 conference; 

in Kenya. 

After all the excitement of being in a 

different country, far from home, I eased my 

mind, hoping to enjoy all that Japan had in 

stock. Perhaps, I got my first Culture shock at 

a convenient store; when I went shopping for 

dinner and snacks. I realized that I could 

neither read the letters nor recognize most of 

the things displayed on the shelves. I spent 

several weeks trying to experiment with what 

looked delicious and not surprisingly, I soon 

had favorites…Oh! I love enthusiasm with 

which we sampled different cuisines. Japanese, 

American, Chinese, Italian, Mexican. We ate it 

all... However, McDonald’s burgers and 

Gyudon still remain my favorite…!! The 

invaluable assistance of our sweet friends 

made our stay in Japan very exciting. Of 

course, in no time, we became such close 

friends and they wanted to know a bit about 

Kenya and most importantly, were eager to 

speak few words of Swahili. I learnt to sit on 
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the mat, eat with the chopstick and enjoy 

sushi...One of my favorite experiences was a 

night out at a Karaoke club and we sang our 

hearts out…It was like singing in the 

shower…Nobody seemed to mind that I 

couldn’t hold a tune…We were just having a 

great time. We attended the Okuribi festival in 

Kyoto, had a display of Fireworks at the Beach 

in Yokohama, went on shopping sprees in 

Asakusa, Purikura in Harajuku, took a tour of 

the Hiroshima Memorial Peace Museum and 

various temples and shrines…An amazing 

experience it was!!  

Generally, I noticed that the Japanese are 

very kind people even though they initially 

appear distant and shy. They do have respect 

for the human person and to them, everyone 

counts. They are also very neat, detailed, 

hardworking and efficient. Perhaps,  

The longevity of the Japanese could be the 

result of good eating habits, good medicals, 

clean environment, and uninhibited expression 

of feelings. 

What more can I say…I sure enjoyed my 

stay in Japan and hope to keep in touch with 

the great friends I made here. I will always 

cherish my experience in Japan. 

 

Experience in Japan 

Everlyne Nyachienga 

Since we arrived in Japan on the 12th of 

August, it has been one exiting experience 

after the other.it all started with a warm 

welcome from the Japanese JKSC members at 

the airport. Then later on, at the hotel sun plaza 

where we held our first meeting.it was so 

exiting knowing each other. To me it felt like I 

had gotten a new family. 

The next few days we spent most of the 

time site seeing. We visited lots of shrines and 

temples and we were so overwhelmed as we 

had never seen such before. What I also loved 

most was that the travels had to be done by 

train and they were effitient.at times we also 

had to travel by busses and I could not 

compare them to the ones I am used to back in 

Kenya, they are way far much better and are 

always on time. What I also observed in Japan 

was how the citizens are law abiding more 

especially on traffic rules. I admire the 

Japanese people for that. 

Security is another issue. In Japan, one can 

lose a thousand yen and later get it at the police 

station. Or if one forget their phone in a hotel 

and on following it up you get it where u left it, 

they find it. This only shows the discipline 

installed in Japanese people compered to 

Kenyans. 

The Japanese people also value the family 

institution. This is one of the reasons why they 

have preserved their culture. For instance, they 

usually gat to have meals together and by 

doing so it gives the parents an easy time to 

talk to their children and nature them to 

become good and resourceful people in future. 

This also helps parents monitor their children’s 

development. 
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We also had an opportunity to visit 

different companies for example JICA, which 

is now on a contracting with the Kenyan 

government to build the Mombasa by pass. 

Also we visited among many the Zensho 

holdings where we learnt about fair trade. We 

also learnt a lot new things from other 

companies like the IBM 

We also had home stays and I loved all the 

welcoming. Like there is this family I stayed 

with in Kyoto; they had a pet dog called Clever. 

They had invited their neighbors to come see a 

person from Kenya. They asked so many 

questions and I gladly answered them. Even 

clever had questions for me written down. We 

had so much fun. 

My coming to Japan has been resourceful 

since I have learnt a lot. I learnt Japans history, 

culture more especially I loved their meals.

  



 

121 

 

 

Chapter 5 

Annual activities Report 
 

 YDP Explanatory Meeting…………………………… P 122 

 African Festival………………………………………. P 122 

 Training Camp in June……………………………….. P 122 

 Training Camp in July…………………………….….. P 122 

 Main Conference Eve…………………………….……P 122 

 Setting up a Booth in School Festival……….………... P 123 

 JKSC General Meeting………………….……………. P 123  



Chapter5 

122 

YDP Explanatory Meeting 

Date: 28
th
 April 

Place: Itabashi municipal cultural center 

Abstract 

We introduced our activities in front of 

audience, and then more detailed explanation 

to specified people interested in JKSC. 

Evaluation 

We could tell visitors the detail of our 

activities, which led to joining of new 

members. 

African Festival 

Date: 11
th
, 12

th
 May 

Place: Yokohama Red Brick Buildings 

Abstract 

We introduced our general information 

activities. Some Kenyan goods which get 

during the 13
th
 Main Conference were 

available at our booth. We also took part in 

some events and mixed with other group. 

Evaluation 

It was great opportunity to participate big 

event which have the large attendance. 

Meeting with other groups was so exciting, and 

we could gain knowledge about Africa. 

Training Camp in June 

Date: 15
th
, 16

th
 June 

Place: Tokyo university of Foreign Studies 

Abstract 

Each member showed own study still in 

progress. Hiroko Atarashi who studied Swahili 

in Osaka University taught us Kenyan history 

and politics. 

Evaluation 

We all member could share knowledge and 

information about our study. The course of 

study got more clearly. We got to feel more 

familiar with Kenya through knowing Swahili 

music or greeting words. 

Training Camp in July 

Date: 6
th
, 7

th
 July 

Place: National Olympics Memorial Youth 

Center 

Abstract 

We exchanged information about study 

topic and discussed each topic. The schedule of 

the Main Conference was finally coordinated 

and we confirmed our projects progressing. 

Evaluation 

The activities at this training camp could be 

preliminary performance of study in the Main 

Conference. We found our tasks for the real 

discussion.  
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Main Conference Eve 

Date: 11
th
, 12

th
 August 

Place: Wel Osaka 

Abstract 

We confirmed the schedule of the Main 

Conference and the chargers of each project 

show all member final agenda. We went to 

Kamagasaki and kept night watch before the 

visit during the Main Conference. 

Evaluation 

We were so excited with the start of the 

Main Conference in the next day. The project 

had been advanced by each charger could be 

known to all. 

School Festival 

Date: 13
th
, 14

th
 October 

Place: Akita International University 

Abstract 

We introduced Kenya or our activities to 

visitors. We also sold Kenyan goods. 

Evaluation 

It was good opportunity to let many 

university students know about JKSC. We 

think it’s activity to build the bridge between 

Japan and Kenya that we interest those who 

Kenya is distant for them. 

JKSC General Conference 

Date: 20
th
 October 

Place: JICA Earth Square Building 

Abstract 

We reflected on the 14
th

 activities to 

make good effect next year. We also revised 

the rules of JKSC. 

Evaluation 

The discussion by not only 14
th
 members 

also JKSC graduates let us get better reform 

measures for future activities. 
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Post-face 

The heat of late summer have gone without 

my noticing it, I fell autumn winds these days. 

It is two months since the Main Conference 

was concluded, and the members spent this 

heated summer together have already started to 

make progress in their own field all over the 

world. It was a difficult task to edit this report, 

but it finished successfully. I’m deeply grateful 

to all the members of JKSC for their 

cooperation. This work reminded me of 

shining faces of my companions and 

well-filled time. It’s my hope that this report to 

encourage them if they want to take a rest in 

their field. 

The completion of this report means the end 

of 14th Japan Kenya Student Conference, at 

the same time, this is start of 15th. We have 

two aims; “to be the bridge between Japan and 

Kenya” and “to return our product into 

society”, but the result we can yield during one 

term is only few. I believe, however, that the 

great power will come into existence if our 

activities continue for a hundred years or more 

over. For that, we need to progress step by step, 

even if one step is slight. We 15th Japan Kenya 

Student Conference work hard together for the 

Main Conference next summer in Kenya, and 

to be one step in long history of Japan Kenya 

Student Conference. 

My sincerest thanks go to all who support 

to 14th Japan Kenya Student Conference, and I 

ask for your continued cooperation. I would 

appreciate it if you could read this report and 

understand our activities even more. Nothing 

could make me happier than this will reach 

many people in Japan and Kenya, and will 

become the bridges between them. 

October 2013 

14
th
 Editorial Charger 

15
th
 Japanese Chairperson 

Misato Abe



 

 

（14
th

 August  Itsukushima Shrine） 

（16
th

 August  Osaka Castle Park） 

 

（20
th

 August  Dinner party with members of Zensho Holdings Co. Ltd） 



 

 

第 14 期日本ケニア学生会議の活動は、三菱 UFJ 国際財団、双日国際交流財団、日本ケニア

協会、株式会社ゼンショーホールディングスの助成の下で行われました。財政面で御支援下

さった皆様及び、第 14 期日本ケニア学生会議の各活動に御協力下さった多くの方々に改めて

心より御礼申し上げます。 
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