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日本側実行委員長挨拶 

 

日本の長く厳しい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る季節と

なりました。本会議の閉幕から早くも 2ヶ月が経とうとしており、約 3週間を同じ屋根の

下で共に過ごした仲間は、再びそれぞれの道を歩み、走り出しています。 

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こと」「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、私たちが 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

とができるならば、その時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を踏み出すべく、12名の実行委員で 1年

間邁進して参りました。より良い活動ができるよう、全員で知恵をしぼり、意見を出し合

い、うまくいかない時には互いに励まし合い、この 12名で多くの経験を共有しました。本

報告書は、それらの数多くの経験、第 15期日本ケニア学生会議の一歩を、実行委員の様々

な思いも込めて形にしたものです。 

日本ではアフリカへの関心は薄く、多くの偏見や先入観が存在していると感じます。日

本の皆様に本報告書をご一読頂いたとき、アフリカやケニアをそれまでより少しでも身近

に感じて頂けると幸いです。本報告書が日本、ケニア両国の 1人でも多くの方へ届き、皆

様を結ぶ架け橋となることを願っています。 

最後になりますが、この場をお借りして、私たちの活動を支えてくださった全ての方に

心より感謝申し上げます。日本ケニア学生会議は、多くの方のご支援のもとで成り立って

います。私たちの力だけでは、全ての活動を成し遂げることは決してできなかったでしょ

う。今後も、応援してくださる方への感謝の意を忘れることなく、より一層精進して参り

ますので、引き続きご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

2014年 10月 31日 

第 15期日本側実行委員長 

安部美里 
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ケニア側実行委員長挨拶 

 

第 15 期日本ケニア学生会議は無事に幕を閉じました。私たちは本会議の開催にあたり、

たくさんの障壁を乗り越えてきました。まず、この場をお借りして、両国実行委員の努力

と決断に感謝したいと思います。 

国際関係学を専攻する学生として、本会議に参加したことは学問的側面ばかりでなく文

化的側面においても素晴らしい経験になりました。18 日間の本会議で私たちはナイロビと

ナイバシャの様々な場所を訪れ、その活動のなかでケニアと日本の文化や歴史をたくさん

学ぶことができました。これは、両国実行委員が本会議期間中、常に一緒に暮らし、実行

委員同士のより近い距離での交流が可能になったことで成し遂げられたと思います。 

最後に、第 15 期日本ケニア学生会議を経済面で支援してくださった方、活動を応援して

くださった方、創設者である後藤千枝氏、そして第 15 期実行委員、皆さんの誰が欠けても

第 15 期本会議が成功することはなかったでしょう。本当にありがとうございました。 

 

2014 年 10 月 31 日 

第 15 期ケニア側実行委員長 

Rahab Kihuha 
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創設者挨拶 

 

第 15 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 104 名以上の日本

人大学生実行委員たちがケニアに渡航し、

164 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。 

第 15 期日本ケニア学生会議本会議が予

定通りケニアで開催できましたこと、実に

感極まるものがあります。 

正直申し上げますと、今年の本会議ケニ

ア開催にあたり、周知の通りケニアでの連

続テロ事件などからも、とりわけ日本側関

係者たちからは安全を危惧する声もあがり、

現地での事態の予測がつかないだけに、私

自身も非常に心配をしていました。一時は

ケニア側と日本側とで訪問場所等の折り合

いがつくのか、本会議も延期になるのかと

危惧したものの、これまで以上に、安全対

策の強化・危機管理の徹底を基盤にし、日

本側とケニア側実行委員らが相互に歩み寄

り、また、責任もって綿密な計画を立てて

くれました。この本会議実現にあたり、日

夜努力し続けた両国学生諸君の情熱と実行

力にあらためて感服すると共に、ここまで

くることができたのも、当団体をご支援し

てくださっています多くの皆様方のおかげ

でもあります。 

外部の支援者の皆様方に感謝するとと

もに、内輪のことで恐縮ですが、日本ケニ

ア学生会議、第 1 期から関わってくれた過

去の実行委員たちすべてにもありがとうと

いう気持ちで一杯です。みんなが実現させ

たいという強い思い、行動力で、何でも可

能になるのです。 

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
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でもあります。 

重複して恐縮ですが、毎期繰り返しお伝

えしていることですが、この日本ケニア学

生会議、私のみが創設者ではないはずです。

当団体の活動に携わってきました学生一人

ひとり、そして関係者の皆様方もが日本ケ

ニア学生会議を一緒に創り上げている創設

者なのだと私は認識しております。今後も

今まで同様、日本ケニア学生会議の関係者

であります皆様方の御協力、御助言、御理

解を賜るよう、どうぞ、よろしくお願い申

し上げます。 

 この崇高な日本ケニア学生会議という

活動が永遠に継続されることを願ってやみ

ません。 

Let's take action TOGETHER for a 

better society, a better world and a better 

future !!! 

  

2014 年 9 月 5 日 

後藤千枝 
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日本ケニア学生会議概要 

 

 

日本ケニア学生会議（JKSC）は、日本

ケニア両国の大学生により構成される非営

利、非宗教、非政治の学生団体である。社

会的な利害関係からは比較的自由である大

学生という立場を活かした活動を通じて、

日本とケニアの架け橋となること、活動で

得た成果を社会に還元することを目指して

いる。 

 

沿革 

1999 年に後藤千枝氏によって設立され

た。第 1 回本会議は 2000 年にケニアにて

開催。現在までに、両国において計 14 回（ケ

ニア開催 9 回、日本開催 5 回）の本会議を

開催している。 

 

運営 

実行委員長、副実行委員長と諸部局（財

務局、会計局、企画局、学術局、事務局、

国際渉外局、広報局、総務局）によって

組織される。各実行委員は必ず 1 つ以上

の部局に所属する。 

 

活動内容 

活動は 1 年を通して行われ、1 年間の

集大成として約1ヶ月間の本会議を行う。 

年間を通した通常活動として、Skype

ミーティング（週 1 回）、合宿ミーティ

ング（月 1 回）、関連イベントへの参加

（不定期）がある。Skype ミーティング

では、各部局による報告を行う。合宿ミ

ーティングでは、専門知識の向上を図る

勉強会活動や、様々なテーマのもとで討

論を行うディスカッション活動等を行う。

関連イベントへの参加を通じて、他団体

との交流を深めるとともに、社会に向け

て当団体の活動を発信することを目指す。 

本会議とは、約 1 ヶ月間の両国実行委

員による共同生活と、その期間の全ての

活動の総称である。原則として、年に 1

度開催され、両国が交互に開催国となる。

社会問題等に関するテーマを設定した分

科会を設け、両国実行委員が各々１つの

分科会に所属する。分科会では、知識を

持ち寄り、両国での現状相違を理解し合

った上で、討論を行う。また、企業や NGO

団体を訪問したり、地域文化を体験した

りすることで、社会に対する理解を深め、

様々な視点からの学びを行う。共同生活

によって、両国実行委員の更なる相互理

解を目指す。本会議の成果はシンポジウ

ムにて社会へ発信する。 
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第 1 章 

第 15期本会議概要 
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概要 

 

開催期間 

2014 年 8 月 17 日～8 月 29 日 

 

開催場所 

ケニア共和国（ナイロビ、ナイバシャ） 

 

スケジュール 

 

8 月 16 日～8 月 22 日  ナイロビ 

8 月 23 日～8 月 25 日  ナイバシャ 

8 月 26 日～9 月 2 日   ナイロビ 

   

 

8 月 16 日 

 

8 月 17 日 

 

 

8 月 18 日 

 

8 月 19 日 

 

 

8 月 20 日 

 

8 月 21 日 

 

 

8 月 22 日 

 

日本側実行委員ケニア入国 

 

チームビルディング 

オープニングセレモニー（本会議開幕） 

 

Bomas of Kenya 

 

国立公文書館 

ナイロビ市内散策 

 

スタディセッション 

 

Pa Ya Paa アートセンター 

ケニア側実行委員宅訪問 

 

国立博物館&スネークパーク 
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8 月 23 日 

 

 

8 月 24 日 

 

8 月 25 日 

 

 

8 月 26 日 

 

 

8 月 27 日 

 

 

8 月 28 日 

 

8 月 29 日 

 

 

8 月 30 日 

 

8 月 31 日 

 

 

9 月 1 日 

 

9 月 2 日 

 

 

 

 

ナイバシャへ移動 

野外キャンプ活動 

 

動物保護区 

 

ナイロビへ移動 

スタディセッション 

 

ナイロビ国立公園 David Sheldrick 動物孤児院 

Paradise Lost 散策 

 

JICA ケニア事務所 

New Life 孤児院 

 

スタディセッション 

 

シンポジウム 

クロージングセレモニー（本会議閉幕） 

 

ナイロビ市内散策 

 

フード展覧会 

ナイロビ国立公園サファリウォーク 

 

市場散策 

 

日本側実行委員ケニア出国
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実行委員名簿 

 

日本側実行委員 7 名 

 

 

 

ケニア側実行委員 5 名 

 

 

  

役職 氏名 所属大学 学年 本会議への参加

実行委員長 安部　美里 大阪大学 3年 ○

副実行委員長/事務局 坂本　ほの香 東京外国語大学 3年

財務局 奥中　郁巳 大阪大学 3年 ○

企画局 張　　 文博 東京大学 2年 ○

学術局 照喜名　流風 セントジョンズ大学 2年

国際渉外局 内田　あす香 関西外国語大学 3年 ○

広報局 杉村　亜美 東京外国語大学 3年

役職 氏名 所属大学 学年 本会議への参加

実行委員長 Rahab Kihuha USIU 3年 ○

副実行委員長 Jalal-U-Din Ayub USIU 2年 ○

学術局 Don Handa USIU 4年 ○

会計局 Melanie Macoloo USIU 2年 ○

企画局 Khalid Mohamed Ayub ナイロビ大学 1年
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第 2 章 

企画報告
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Bomas of Kenya 

8 月 18 日 

 

ケニアの文化を学ぶフィールドワーク

として Bomas of Kenya を訪問した。ケニ

アには、キクユ、ルオ、ルヤなど多くの民

族が存在し、それぞれが独自の歴史や言語、

文化を持っている。Bomas of Kenya は、

生活様式や音楽、ダンスなどケニアの文化

の様々な顔を見ることができる場所である。 

“Bomas”という語は、「囲まれた家屋敷」

を意味するスワヒリ語の”Boma”に由来す

る。Bomas of Kenya には、各民族の伝統

的な暮らしを再現したいくつもの”Bomas”

が存在する。私たちは、この模擬村を歩い

て回り、それぞれの特徴を学んだ。全ての

村が違った特徴を持っているので、比較し

てみると面白い点がいくつもあった。例え

ば、住居の大きさにおける違いである。あ

る民族の村では、主人の家が最も大きく、

次に第一夫人、第二夫人という順であるが、

別の民族の村では、第一夫人の家が非常に

大きく、主人の家が小さく貧相に見えると

いうことがあった。 

模擬村を見学した後、伝統的な音楽とダ

ンスのパフォーマンスを見た。全ての音楽、

ダンスに重要な意味がこめられており、そ

れぞれの民族にとって価値のあるものであ

ると教えられた。しかし、近年は、都市部

で生活する人々が増え、伝統的な暮らしや

文化は姿を消しつつあるとのこと。経済が

発展し、都市化が進んでいる今こそ、ケニ

アの伝統的な、価値ある文化を保護してい

かなければならない時である。 

（担当：安部美里） 

 

国立公文書館 

8 月 19 日 

 

異なる文化のもとで創り出された芸術

は、経済活動や宗教など生活の異なる様式

を表現している。これらは、異なる場所に

暮らす人々にはどのような違いがあるか、

異なる民族間にどのような違いもしくは類

似点があるか、などを私たちが考える機会

を与えてくれる。 

国立公文書館はナイロビの中心部、人で

溢れかえるトムボヤ通りに面し、有名なヒ

ルトンホテルの目の前に位置する。書類、

写真、そしてケニア共和国とアフリカ全土

に関連した歴史的な芸術を展示している。

訪問中、私たちは展示されていた芸術の収

蔵品と写真を見ることができた。収蔵品は、

当初はケニア共和国第 2 代副大統領ジョセ

フ・ムルンビのものだった。彼はアフリカ

の旅行中に多くの作品を収集した。これら

の作品の展示は公文書館のムルンビ・ギャ

ラリー部門に収められていた。 

展示は印象的なものが多く、ケニアの原

住民族によって使われていた武器、日々の

生活に使用する家具、装飾品、古代から現

代までの芸術作品などがあった。さらに、
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植民地時代から現代にいたるまでのケニア

の発展についての展示では、写真付きの新

聞を用いてケニア政治史の重要な場面を強

調しながら紹介していた。 

国立公文書館の訪問は、実行委員にとっ

て貴重な学びの機会となった。さらに、ア

フリカの文化を将来の世代に伝え、貴重な

財産を残すための多大な努力を感じるもの

であった。 

（担当：Don Handa） 

 

ナイロビ市内散策 

8 月 19 日 

 

ケニア側実行委員にナイロビのダウン

タウンを案内してもらった。日本での事前

調査の際、「ダウンタウンは危ない」という

意見を頂いていたため少し不安だったが、

実際行ってみると東南アジアの都市と人の

多さなどはあまり変わらなかったと言える。 

その中で最も印象に残ったのは公共バ

スだった。日本の道と比べて凹凸がかなり

多いため、バスがスピードを出せば出す程

揺れも大きくなり、窓から放り出されそう

になるほどであった。また、ナイロビ市内

を一望できる展望台に登った。そこにはた

またま私たちより先に小学生が大勢おり、

日本人である私たちを見かけるや否や、取

り囲まれ次々と質問を浴びせられた。小学

生の迫力に圧倒されたものの、貴重な経験

になった。ランチには庶民的な食堂でケニ

ア風ケバブとフライトポテトを食べた。気

取らない庶民の食堂であるため値段も日本

に比べれば相当安く、経済的であった。 

概して、ナイロビの街は日本とは異なる

発展途上国特有の雰囲気を持っていた。歩

いているだけで活気を肌で感じられるよう

な街であり、日本に戻れば恋しくなること

間違いない街であった。またいつの日かケ

ニアを再訪できることを心より願っている。 

（担当：張文博） 

 

Pa Ya Paa アートセンター 

8 月 21 日 

 

Pa Ya Paa アートセンターの訪問は、分

科会活動の「芸術と文化」に関連した活動

であった。訪問の主な目的は、センターが

どのように運営されているかについて理解

を深めることと、様々な形態が存在する芸

術に対するケニア人の考えを知ることであ

った。 

Philda Njau 館長が私たちを迎えてくだ

さった。まず初めに、センターの歴史につ

いて説明を受けた。センターのロゴは亀を

モチーフにしている。これはセンターの姿

を亀の歩調に例えているからだ。数十年前

から存在するが、多くの人に知られている

施設ではなく、進展がないようにさえ見え

る。しかし、いつか多くの人がセンターの

進展と変化する姿に気づくようになってほ
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しいという願いを、このロゴに込めている

と館長は語った。 

次に、センター内を案内して頂いた。ケ

ニアの様々な芸術家の作品を鑑賞した。セ

ンター内を見学する間は多くの質問をする

時間があり、館長は多くのことを答えてく

れた。壁に展示する芸術作品の選定は、経

験豊富な芸術の専門家によって行われる。

館長はそれらの芸術作品を手に入れて、セ

ンターを毎日運営し、そして芸術作品の買

い手とアーティストの間の仲介役になって

いる。 

私たちは石の彫刻、絵画、壁画、木製の

彫刻に至るまで様々な芸術作品を鑑賞した。

作品には、宗教、政治、愛、平和など様々

なテーマを反映したものがある。また、私

たちが鑑賞した作品の作者の年齢は 6 歳か

ら 60 歳と幅広かった。本当に様々な作品が

存在しており、古さと新しさをうまく融合

したセンター内の全てが素晴らしく、例え

ば、展示室だけでなく中庭の空間でさえ自

然と芸術の間の精巧な調和が保たれていた。 

センターには Jimmy Carter、Lauren 

Hill、Sidney Portier など、多くの著名な芸

術家が訪れる。また、自発性と独創性のあ

るイベントを不定期に開催し、それらは大

成功を収めている。このように、このセン

ターは美術愛好家からふと興味を持った

人々まで幅広い人々を魅了するアートセン

ターになっている。そして、誰であろうと、

その人の興味がどこにあろうと、Pa Ya 

Paa アートセンターは歓迎してくれるとい

うことが何より明らかであった。 

今回の訪問を快く受け入れて下さった

館長やその他のスタッフの皆様には心から

感謝している。この訪問によって、私たち

の文化の一部を担う芸術の価値を感じるこ

とができた。 

（担当：Rahab Kihuha） 

 

ケニア側実行委員宅 

8 月 21 日 

 

ケニア側実行委員の中の 1人の実家に招

かれ、夕食をごちそうになった。実家への

訪問は日本側実行委員にはサプライズとし

て用意されており、事前に知らされていな

かったため驚いた。訪問先の家族の皆様は

日本からの訪問客である私たちを温かく迎

えてくださった。その家族は敬虔なムスリ

ムであったので、私たちはケニアの文化と

も異なった文化を経験することができた。 

1 日 5 回のお祈りをする部屋を見せても

らった。絨毯やカーテンなど家具の模様が

美しく、部屋の隅にはコーランが積み重ね

て置かれていた。また、日本側実行委員は

Kanzu、Keffiyeh 、Hijab、Abaya などの

イスラムの伝統的な衣装を着せてもらった。

これらの経験は新鮮で、非常に楽しむこと

ができた。その後、おいしい家庭料理を頂

きながら、ケニアと日本の文化について話

しあった。 
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この経験によって、ケニアの国民の多様

性を感じることができ、また、日本ではあ

まり身近ではないイスラムの文化に触れる

こともできて、とても興味深かった。 

（担当：内田あす香） 

 

国立博物館＆スネークパーク 

8 月 22 日 

 

日本とケニア両国について、より豊かな

理解を実現したいと考えたとき、様々な領

域の展示物をもつ国立博物館への訪問は私

たちの学びにとって素晴らしい機会である。 

今回の訪問では、まず初めに、スネーク

パークを見学した。ここには、一般的なヘ

ビから特定の地域でしか見られない珍しい

ヘビに至るまで様々な種類のヘビが飼育さ

れている。しかし、スネークパークとは言

うが、ヘビ以外の種類の生物も飼育されて

いた。例えば、カメ、ワニなどである。ま

た、ケニアの有名な種の魚を観察できる水

族館がある。大学で日本語を専攻している

ケニア側実行委員に日本側実行委員が生物

の日本語名を紹介しながら館内を見学し、

日本語を学ぶいい機会でもあった。 

次に、国立博物館のメインの建物に移動

した。博物館ではケニア社会を様々な側面

から捉えた展示を見ることができた。展示

物はケニアの政治、文化、さらに人類の進

化に関するものまで幅広かった。遺跡から

発見された化石、写真による植民地から独

立後の発展の歴史、異なる民族グループの

工芸品など、ケニアの多様な社会を象徴す

るような様々な展示物があった。また、ケ

ニア国内や東アフリカ地域で活動する芸術

家の作品も展示されていた。国立博物館の

中でも存在感のある展示の 1 つが、アーメ

ドというゾウの骨格模型である。アーメド

は生きているときケニアで最大のゾウとし

てよく知られていた。そして、死亡時にそ

の骨格は展示のために保存され、この博物

館ではアーメドの等身模型を見ることがで

きる。 

この 1 度の訪問だけで、この博物館にあ

る全てのことを学び、ケニアの歴史や社会

の現状について全てを把握できたとは言え

ない。しかし、この訪問によって、日本側

実行委員だけでなくケニア側実行委員でさ

えもこれまで知らなかった情報と知識を得

ることができ、この訪問は私たちが様々な

ことを知るきっかけを与えてくれた。訪問

中に培った知識が、両国実行委員にとって、

発展を続けるケニア社会への理解の構築と

拡大の出発点となればいいと思う。 

（担当：Don Handa） 

 

ナイバシャ 

8 月 23 日～8 月 25 日 

 

ナイロビから北西に車で 1時間半ほど移

動したところに、自然に囲まれたナイバシ

ャという町がある。そこは、大量の人と車
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が行き交う賑やかなナイロビとは大きく異

なった落ち着いた場所である。その地やそ

こまでの道のりで初めてケニアの田舎の原

風景、人々の暮らしを見ることができた。 

また、ナイバシャへの移動の途中で「ア

フリカ大地溝帯」を見ることができた。ア

フリカのことを全く知らない人であっても、

この地溝帯の名前は聞いたことがある人も

多いであろう。中学校や高校の地理の教科

書に載っていたが、それを読んだ当時は、

日本からの距離を考えると自分には全く縁

がないだろうと感じていたアフリカ大地溝

帯。いざ、自分がその地に立つと、その壮

大なスケールも相まって、本当にアフリカ

にいるのだなと強く感じさせられた。 

ナイバシャでは様々な体験ができたが、

最も印象的であったことは、やはり野生動

物との出会いである。野生のカバ、シマウ

マ、サル、そしてキリンまでにも出会えた

のである。このことは確実に日本では、い

やアフリカ以外ではできない体験であり、

非常に貴重な体験であった。動物園で見る

彼らと何が違うのか。檻の中でリラックス

した彼らと違い、群れで走り回るシマウマ。

歩いている姿しか見たことがなかったが、

実は馬のように走るキリン。すべてが驚き

に満ちていて、日本人全員が常に興奮させ

られていた。 

ナイロビの市内では、まさに急発展して

いると言える都市の姿をどこへ行っても見

つけることができた。反対に、ナイバシャ

での活動中は、自然を感じ、自然の姿に感

動した。これから、ケニアはますます発展

し得る国であろう。しかし、日本では決し

て見ることができないほどの雄大な自然に

恵まれているその姿は、いつまでも残って

ほしいと願う。 

（担当：奥中郁巳） 

 

David Sheldrick 動物孤児院 

8 月 26 日 

 

David Sheldrick 動物孤児院は密猟によ

り母親ゾウを失くした幼いゾウたちを保護

するための施設である。現在、密猟の増加

によりケニアのゾウの数は徐々に減少して

いる。象牙採取のために母親ゾウが殺され、

まだ野生の中では自力で生きていくことが

できない、残された幼いゾウの死亡が増加

している。また、ゾウの数の減少のもう 1

つの原因として、人間との競合が考えられ

る。人間の数が増え続けると、土地、水資

源、牧草地などの資源利用によって人間と

ゾウが対立する。そして、ゾウが人間の居

住地に迷い込んだ際に人間との対立の中で

死んでしまうというような結果をもたらす。

この施設では入場料として 500 ケニアシリ

ングを徴収し、このような問題に直面する

ゾウの保護活動へ役立てている。 

幼いゾウの名前は彼らが発見された場

所にちなんでつけられる。施設に到着する

と、そのゾウの世話を担当する飼育員が決
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められる。飼育室の中で交代制の飼育員か

ら常に見守られているゾウたちは非常に高

いレベルで世話を受けている。ゾウは 1~2

歳の時は完全にミルクに頼って成長するた

め、その期間中には栄養面を強化したミル

クを 3 時間ごとに与えている。また、飼育

室で育っている間も、野生の中で生きてい

く本能を養うために外で数日を過ごす取り

組みも行っている。ゾウたちは 2 年半から

3 年の間このように育てられ、その後野生

へと戻されている。 

この訪問では、ケニアのゾウが直面して

いる問題点を知り、また、その問題を解決

して次世代にとって重要な生態系を保全す

るという立派な試みの現場を見ることがで

きた。 

（担当：Melanie Macoloo） 

 

Paradise Lost 散策 

8 月 26 日 

 

ピクニックを楽しむことができるよう

な広い公園となっているこの場所を訪問し

た主な目的は 2 つあった。1 つは純粋に美

しい景色を肌で感じること、もう 1 つはそ

の景色の裏側にあるその場所の歴史を知る

ことであった。 

まず、滝の隣にある洞窟の探検から始ま

った。洞窟の入り口付近は明るかったが、

奥に行けば行くほど恐怖心は増していった。

ある地点で外からの光は完全になくなり恐

怖に包まれた。洞窟の中は湿っていて、少

し気味も悪かった。その後、ケニア側実行

委員が日本側実行委員に洞窟の歴史的価値

を説明した。 

ケニアが独立へと向かう時期、マウマウ

団の戦士がこの洞窟を隠れ場や怪我を治す

ための療養所として活用していた。マウマ

ウ団とは、ケニアがまだイギリスの植民地

だった頃に反英武力闘争を行なったキクユ

族を中心とする民族運動組織である。彼ら

の活動は独立運動に大きな影響を与えたと

されているが、1950 年代のいわゆるマウマ

ウ戦争では、マウマウ団と英国植民地軍が

激しく衝突し、同団の戦士ら推定 16 万人が

拘束され、強制労働キャンプに収容されて

いたという悲惨な事実もある。光が完全に

ない洞窟を訪れたとき、当時の兵士たちが

味わった恐怖や不安を少し感じられたよう

に思う。 

洞窟を探検し終わった後は、私たちは洞

窟の外で滝を眺めた。昼食を取る間も近く

の湖の眺めを見ることができ、その景色は

素晴らしかった。その後、乗馬を体験し、

最初は緊張したものの、すぐに慣れて楽し

むことができた。このように、現在は自然

が豊かな、非常に美しい場所になっている。

しかし、私たちにとって、その場所は大切

な歴史を学ぶきっかけを与えてくれる場所

でもある。 

この活動で、私たちはケニアの歴史を学

ぶこともでき、同時に自然豊かな素晴らし
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い景色を味わうこともでき、非常に満足で

きる活動であった。 

（担当：Rahab Kihuha） 

 

JICA ケニア事務所 

8 月 27 日 

 

JICA ケニア事務所への訪問は、「国際協

力」をテーマにした分科会活動の一部とし

て計画された。この訪問の目的は、ケニア

における JICA プロジェクトの実施方法の

基本的な知識を得るとともに、ケニアで可

能な国際協力活動についての情報を得るこ

とであった。訪問では、JICA ケニア事務所

の丹原一広次長が、JICA に関する講義をし

てくださり、その後質疑応答を含めた議論

を行った。 

講義の前半は、JICA が日本の開発援助

の活動にどのような方法で携わっているか

を紹介して頂いた。ODA の援助は以下の 2

つの形を取る。1 つは二国間援助である。

二国間援助には、無償資金協力、円借款、

技術協力という形がある。ケニアは日本の

ODA においてアフリカ地域最大の被援助

国であるが、その援助のほとんどを円借款

と技術協力という形で受け取っている。日

本政府が円借款の形で援助を行うのは、ケ

ニアの現状を見たとき期限内にローンを返

済できると考えるからである。もう 1 つが

多国間援助であり、これは国際機関に資金

を出資または拠出して開発途上国に対し間

接的な形で援助を行うもので、対象となる

機関としては国連開発計画（UNDP）など

の国連関係の機関やアジア開発銀行（ADB）

などの国際開発金融機関がある。このよう

な基本的な知識やケニアでの実際のプロジ

ェクトの概要を知ることは、ケニアにおけ

るプロジェクトの実施に関して議論をする

うえで、非常に有意義であった。 

後半は、JICA ケニア事務所で実施され

たプロジェクトのなかでも、特徴的なもの

について話して頂いた。丹原次長は農業部

門、インフラ開発部門、技術協力部門でそ

れぞれプロジェクトを振り返った。 

農業部門の活動で注目したのは、小規模

園芸農民組織強化・振興ユニットプロジェ

クトだ。ケニア経済の重要なセクターであ

る農業において、大部分を占めているのは

小規模農家である。その小規模農家が十分

な利益を得ることは活気ある農業振興のた

めには必要不可欠である。このプロジェク

トでは、彼らが市場に順応して農業に取り

組むために必要な教育を行い、彼らの能力

強化を図っている。 

インフラ開発部門では、JICA はケニア

政府と協力して、ケニアの首都ナイロビの

深刻な交通渋滞を緩和するための西部環状

道路の建設を行った。さらに、電力安定供

給を課題とするケニアでその改善を図るオ

ルカリア地熱発電所の建設、東アフリカ最

大の港湾であり貿易の拠点とされるモンバ

サ港の開発事業も行っている。 
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JICA ケニア事務所の訪問により、私た

ちは日本からケニアへの支援について考え

を深めることができた。さらに、日本とケ

ニアの持続的な協力関係を実現するために

は、日本からケニアへの支援だけでなく、

日本が得る利益も存在しなければならない

と考えさせられた。この点について私たち

の考えを述べれば、ケニアの急成長する経

済は日本企業にとって新しい市場となり得

る。また、日本は急成長する経済を支える

ケニア企業に投資することもできるだろう。 

（担当：Don Handa） 

 

New Life 孤児院 

8 月 27 日 

 

ナイロビのキリマニ地区にある New 

Life 孤児院は New Life Homes Trust によ

って運営されている孤児院の 1 つである。

この孤児院は親と離れ離れになった子供た

ちの面倒を見ている。ケニアでは孤児の世

話をする施設はごく少数であり、それらの

施設の多くもHIVウイルスに感染した子供

の世話をするための十分な設備は持ってい

ない。このようにケニアの孤児がおかれた

環境は厳しく、New Life Homes Trust は

この問題に積極的に取り組んでいる。 

New Life Homes TrustはHIVに感染し

た子供や、深刻な病気に苦しんでいる子供

の面倒を見る。このような子供たちは、私

立病院と公立病院のどちらからも施設に預

けられている。そして、里親に引き取られ

るまで施設で暮らす。 

私たちがこの施設を訪問したのは、この

ようなケニアの孤児の状況を知り、子供た

ちのために何か活動したいと思ったからだ。

訪問時、私たちは少しの食料を寄付し、子

供たちの世話をしたり、一緒に遊んだりし

た。施設の活動のための資金は寄付に依存

しているが、寄付だけではなく子供たちと

ともに時間を過ごすこともこの施設への最

も重要な貢献の 1 つであると職員の方が話

してくれた。私たちはまさしくこの通りの

経験をした。子供たちが午後の時間を過ご

す遊び場で 1 時間ほど一緒に遊んで、その

後着替えの手伝いをした。この時、遊んで

いる場面、体をきれいにして着替える場面、

食事をする場面、眠りにつく場面、子供た

ちの様々な姿を観察しながら、子供たちと

ともに時間を過ごすことができた。 

訪問は短い時間だったが、実行委員は皆、

物質的な寄付だけが他人の力になるわけで

はないと実際に感じることができた。この

ような場所では子供たちと一緒に過ごすと

いうことが非常に大切なことである。子供

たちが健やかに育つためには大人から見守

られていること、健康が保たれることは必

要不可欠である。これは、金銭的な寄付だ

けが支援ではないと私たちが教わったとお

り、小さな子供たちが元気に育つための大

きな手助けになるだろう。 

（担当：Don Handa） 
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サファリウォーク 

8 月 30 日 

 

ナイロビ国立公園内のサファリウォー

クを訪れた。そこはナイロビにおける人気

の観光スポットの 1 つであり、私たちのよ

うな外国人も含めて多くの観光客がいた。

その門の前ではマサイ族（に扮した人?）が、

伝統的な民族衣装とアクセサリーを纏い、

音楽とダンスで観光客を迎えていた。その

近くには驚くべきことに猿がいた。しかも

何匹も。体も大きい。彼らはサファリウォ

ークの中で暮らす猿であったが、自由に園

外にも出られるようで、日本の動物園等の

施設では考えにくい光景であった。 

園内で見た光景は私たちの想像とは少

し異なっていた。施設自体は動物園ではあ

るが、日本のそれよりも野生に近い状態で

あった。エリアごとに雰囲気も変わり非常

に楽しめた。それぞれの動物に多くの土地

が与えられていて解放感があり、動物たち

もリラックスしているようだった。しかも、

より動物たちに近づくこともできた。私た

ちは小さなサバンナにいるように感じた。 

動物はライオン、キリン、レオパードな

ど日本でも馴染みがあるものから、オリッ

クスなど日本ではあまり見かけない種類の

動物もたくさんいた。日本とケニアにおけ

る動物園の違いが感じられて、非常に興味

深かった。 

（担当：奥中郁巳） 
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芸術と文化  張文博 Jalal-U-Din Ayub Melanie Macoloo 

 

芸術とは何か？ 

 

芸術とは身の回りにあるすべてである。

絵画、彫刻や踊り等の様式に代表される人

間の創造性や想像力の表現形態である。 

 

今日のケニアにおける芸術 

 

ケニアには様々な芸術が存在する。主に

次のようなものが挙げられる。 

 

絵画：芸術家は異なる描写技術を用いて

想像力、創造性そして感情を表現する。そ

れらの作品は Pa Ya Paa アートセンター、

国立博物館などで展示されている。また売

りに出されることもある。 

 

彫刻：彫刻家は石、ワイヤ、ガラス、木、

さらには廃品などの手に入るあらゆる素材

を使用し作品を創作する。 

 

伝統舞踊：踊り手は踊りと服装によって、

ケニアの異なる伝統的部族を表現する。

Bomas of Kenya が代表的な例である。 

 

しかしながら、ケニアにおける芸術は最

大限に活用されておらず、いまだ芸術家は

多くの困難に直面している。  

 

ケニアの芸術家とその作品が直面し

ている問題 

 

作品を販売する市場の欠如 

優れた作品を創作するケニア人の芸術

家は今日多数存在するが、彼らが広く世間

に出て活躍するための活動の場や手段は限

られている。たとえ自身の作品を販売する

機会を手にすることができても、非常に低

い値段で売ることを強いられる。 

  

芸術を理解する素養の欠如 (芸術教育の欠

如)   

多くのケニア人は芸術家という職業を

全うな職業とは考えていない。そのため常

に副業として創作活動を行うことを勧めら

れる。芸術に対する理解が欠如しているた

め、有能な人材や個別の分野において芸術

活動を追求しようとする若者の利益が阻害

されている。 

 

芸術作品の価格高騰 

ケニアにおいて芸術作品は法外なほど

高価であるため、多くの人には手の届かな

いものである。芸術家は自身の作品を、素

材の価値、精度、メッセージ性、展示に必

要なコスト、そして時には名声などの要素

に基づき値段を設定する。基本的にこれら

の作品はごく少数のお金持ちが対象である
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ため、価格も非常に高価なものとなりがち

である。これが画廊などに絵を展示するの

が難しくなる一因ともなっている。 

 

芸術に対する評価の欠如 

多くのケニア人は芸術教育を受けてい

ないため、芸術作品を正しく評価し理解す

ることができない。多くは単にキャンバス

に描かれた何かに過ぎないという認識であ

る。これらの誤解が貴重な芸術作品を単な

る退屈で意味のないものという風に見てし

まう一因である。一見無意味に思える作品

の背後に隠れた深い意味や表現に気付くこ

とができないのだ。数えきれないほどの時

間と労力によって傑作と呼ばれる作品は完

成するが、それを評価できる教養を持つ人

が少ない。 

 

解決策 (日本からケニアは何を学べ

るか？) 

 

大学を含む学校教育に芸術科目を再導入す

る 

若い人材育成のため、芸術に興味をもた

せるための芸術科目が学校教育に再導入さ

れるべきである。また、学部課程において

も芸術専攻を希望する学生のために、大学

に芸術コースを設置すべきである。例えば、

日本において芸術は小学校から教えられて

いる。さらに学部課程のみならず大学院に

も芸術科が設置されているところがある。

これにより日本人の芸術眼は大きく向上さ

れていると言えよう。 

 

国民への芸術教育と中心的存在の重要性   

ケニア国民は芸術の重要性とその利益

について教育を受けるべきである。まずは、

これらの教育が親世代にされるべきである。

なぜなら、彼らが子供の将来の進路におい

て大きな影響力を持つからである。 

また、ケニアには医学や法学の学校のよ

うな信頼ある美術学校が存在しないために、

進路決定の際に軽く見られがちなのだ。日

本には東京芸術大学や武蔵野美術大学のよ

うに国立、私立ともに芸術を専門的に学ぶ

ことのできる大学が存在する。これらの大

学の存在感は確かなものであり、日本の芸

術界にも大きな影響力を保持している。 

 

政府の協力 

ケニア政府は国内の有能な芸術家を援

助する制度を創設するべきである。例えば、

日本には「人間国宝」と呼ばれる制度が存

在する。この制度では、政府が個人や集団

を無形遺産の守り手として人間国宝に指定

し、年間個人には 200 万円の金銭援助、集

団には活動の援助を行う等の手助けを行っ

ている。この制度により多くの芸術家が

各々の芸術活動を続けることができ、同時

に潜在的な後継者の育成をも可能にしてい

る。 
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結論 

 

日本の芸術教育に対するアプローチな

どを参考にして芸術的素養を最大限活用す

ることができれば、現状よりもさらに多く

の才能ある芸術家をケニアに誕生させるこ

とが可能となるだろう。ケニア人が芸術を

さらに深く評価できるようになる事のみな

らず、表現される芸術の質の向上にもつな

がるはずである。以上で述べた問題点を改

善できれば、いつの日かケニアは芸術の持

つ好循環がもたらす恩恵に無制限に浸る事

が可能となるだろう。 
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国際協力          奥中郁巳 内田あす香 Don Handa 

 

導入 

 

本分科会では日本とケニア（またはアフ

リカ）における国際協力について議論する。

この議題は多くの範囲を含んでいるが、特

に、政府開発援助（以下 ODA）と本会議中

に訪問した国際協力機構（以下 JICA）につ

いて議論する。 

 

ODA 

 

2002 年に国連開発資金国際会議（通称

モンテーレ会議）が開かれて ODA の 500

億ドル倍増が合意された。直後のカナナス

キス G8 サミットでは、その増分の半分を

アフリカに投入することが合意された。欧

米諸国の ODA は 2005 年に目標どおり

1000 億ドルを超過している。また、アフリ

カ諸国に向けての ODA の拠出額は世界的

に見て増加傾向にあるといえる。 

 

ケニアと日本 

 

ケニアは、アフリカ諸国のなかでは日本

との民間経済取引が多いが、やはりその規

模は先進国や他のアジア諸国と比べると小

さい。そのため、ケニアと日本との関係に

政府開発援助は重要な位置を占めている。

そして、日本にとって、ケニアはサハラ以

南のアフリカ諸国のなかでも最も重要な援

助対象国の 1 つだと言える。ケニアへの過

去の援助の総額（2007 年までの支出純額累

計）は約 22.5 億ドル（約 2025 億円）で、

アフリカ 48 ヶ国への援助総額の 9.3％を占

める。また、援助のうち円借款だけをとる

と、アフリカへの総額の 58.5％がケニアに

向けられている。ケニアにとっても日本は

重要な援助供与国の 1 つである。 

ケニアに対する日本の経済協力の近年

の援助内容としては、理数科技術教育セン

ターの拡充、保健医療サービス、食糧援助、

自然災害対策、上水道拡張計画、平和構築

などに加えて、ケニア政府の発表した経済

開発プログラムのビジョン 2030 に基づき

有償資金協力の地熱発電所の拡張・建設事

業や灌漑稲作プログラムにも重点が置かれ

ている。 

 

JICA の取り組み 

 

JICA ケニア事務所を訪問し、JICA のケ

ニアでの活動について伺った。JICA は

TICADV における、10 年間でサブサハラア

フリカでのコメの生産量倍増に向けた支援

の表明を踏まえ、アフリカ稲作振興のため

の共同体（CARD）を 2008 年に立ち上げ、

CARD 参加 23 ヶ国の国家稲作振興戦略の

策定を支援し、各国の戦略に沿ったコメの
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増産を支援しており、引き続き 2018 年の倍

増目標達成に向けた支援を行っている。 

ケニアで開始した小規模農民組織強化

計画プロジェクト（SHEP）は、小規模農

家が市場に対応した栽培や営農、輸送の課

題に自ら取り組めるよう積極的なジェンダ

ー主流化を通じ、小規模農園農家収益向上

を支援した。その結果、支援対象農家の収

益が 2 倍になるといった結果が見られた。

農村住民の収入向上およびマーケティング

力改善の取り組みとして、ケニアでは、小

規模園芸農家の自主的な発展を促す技術協

力において、「作ってから売る」から「売る

ために作る」農業へと発想を転換し、農家

自身が市場を調査し、選定した作物を栽培

して販売する支援を行った。また、ジェン

ダーバランスにも気を配り、研修は男女同

数の参加とした。その結果、対象農家の平

均所得が倍増し、現在は、同手法を全国展

開するプロジェクトを実施中である。さら

に、この考え方を取り入れたプロジェクト

がルワンダ、パレスチナなどでも実施中で

あり、近隣諸国への広域展開も望まれてい

る。また、多発する干ばつに対し、食糧援

助の適正な利用を支援する緊急・福祉的対

処だけでなく、強靭性も高めるという観点

から、自助努力による食料安定供給能力の

向上を目的とする支援を行っている。 

JICA は、これまでケニアのオルカリア

で地熱発電所の建設を円借款で支援してき

たが、さらなる地熱開発の促進のため、日

本の優れた地熱開発技術を生かして、2013

年からケニア地熱開発公社の能力向上を目

指す技術協力を開始した。ケニアでは、す

でに開発を進めているサイトがあるため、

サイトへの専門家派遣や本邦研修など通じ

て、探査・掘削・評価の一連の技術向上に

つながる支援をしている。こうした支援を

通じて、日本企業にとっても発電設備の輸

出や IPP など発電ビジネスの参入機会拡大、

若手の地熱関連技術者育成にもつながる。 

教育分野では中東理数科強化プロジェ

クト（SMASE）をアフリカ 27 ヶ国で展開

し、ケニア、エジプト、南アフリカでは理

工系大学の教育支援を行うなど、この分野

で豊富な実績を有している。保健医療分野

では保健省の政策に沿って、地方保険行政

のマネジメント能力強化とコミュニティレ

ベルでの健康増進活動を支えるコミュニテ

ィヘルス戦略の強化に取り組んでいる。 

 

これからのケニアと日本 

 

これから、いや既に現在、ケニアを含む

多くのアフリカ諸国は経済的に大きく発展

している段階にある。そして、今後それら

の国がより多くの投資を必要とすることは

言うまでもない。また、欧米先進国、中国

等のアジア諸国も影響力を増大させようと、

より大規模な投資を行い始めている。 

そのような流れのなかで、ヒト・モノ・

カネの量が不足する日本は、ケニア、アフ
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リカと経済的な関係をより深めるためにど

うすればよいのだろうか。私たちが考える

答えは、これまで通りの現地のニーズに合

ったきめ細かい日本独自の支援を継続しつ

つ、優れた技術を持つ企業とより一層協力

することで、効率的にそしてより大規模に

支援に取り組むことである。ケニアをはじ

めとする途上国の経済成長や人々の生活水

準の向上は購買力の増加に繋がる。そして、

少子高齢化の影響で生産人口、消費人口が

減少して成長が見込めない日本経済に在る

企業は、そのような拡大した途上国市場へ

進出することで恩恵を受けるだろう。 

そして、具体的に、日本とケニアがどの

ように関わっていくのか。インフラ、特に

輸送システムへの投資が非常に重要である

と考える。もちろん、インフラがまだ十分

に整備されていないケニアでこの投資は大

きな効果を生むが、それだけではない。ケ

ニアだけでなく、東アフリカ全体に恩恵を

もたらす。ケニアのモンバサ港は東アフリ

カ地域の輸出入の拠点であるため、東アフ

リカ諸国にとってケニアのインフラ開発は

非常に重要であるのだ。ケニアの発展は東

アフリカ地域の発展にもつながるのである。 

また、日本は東アフリカ諸国へケニアの

発展を通して間接的に協力するだけではな

く、ケニアとともに直接的に関わっていく

べきだ。ケニアは援助を受ける立場をもつ

が、援助を与えるという立場も同時にもつ。

東アフリカ地域においてリーダーシップを

もち、現地事情にも精通するケニアと協力

して、日本がこれまでケニアにおいて成功

させてきたプログラムを周辺諸国に広げて

いくことが望ましいだろう。 

今後の日本とケニアの関係は、二国間の

援助やビジネスだけでなく、第三国へ関わ

っていく上でのパートナーでもあるのだ。 
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政治制度～選挙と民主主義～ 安部美里 Rahab Kihuha 

 

導入 

 

民主主義とは、人民が国家の主権を所有

し、自らのためにその権力を行使する政治

形態である。日本、ケニア両国の民主主義

に関して、その成立が完全であるとは言い

難い要因がいくつか存在する。本分科会で

は、そのいくつかの要因のうち、「選挙」に

おける問題に焦点を絞って議論を行った。 

 

日本の現状 

 

低い投票率 

民主主義国家においては、国民の代表者

を決定するために選挙を行う。国民は選挙

で投票することによって自らの意思を示し、

最も支持を得た候補者が当選して代表者と

して認められる。このとき、国民に与えら

れている選挙権は、民主主義の根幹をなす

ものであり、その権利が行使されないとき

には完全に民主主義が成立しているとは言

えないであろう。 

日本において選挙の投票率は低く、若い

世代でとりわけ低くなっている。近年の国

政選挙における投票率は以下の表の通りで

ある。 

（参照：総務省 HP「国政選挙の年代別投

票率の推移について」） 

 

 

 

  
投票率（%） 

全体 20 代 

第 45回衆議院（2009） 69.28 49.45 

第 22回参議院（2010） 57.92 36.17 

第 46回衆議院（2012） 59.32 37.89 

第 23回参議院（2013） 52.61 33.37 

 

原因 

第一の理由として考えられるのは知識

の欠如である。若い世代の多くは決して政

治に詳しいとは言えず、興味を持たない人

も多い。普段から政治に関心を持っていな

ければ、選挙でも誰に投票するべきか分か

らないという状況に陥る。 

第二の理由として、人々が政治家を信用

していないという点が考えられる。日本で

は、短期間で首相が交代することが多く、

首相や内閣に対する国民の信頼が薄れてい

る。何度も繰り返す短期間での首相の交代

は、国民に「誰が代表でも同じである」と

いう考えを与え、投票率の低下を招く１つ

の原因となっていると言える。 

 

ケニアの現状 

 

投票率の上昇 

日本が低い投票率の問題を抱える一方

で、ケニアの投票率は 2002 年の総選挙以降、

2007 年、2013 年と上昇を続けている。2013
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年には 85.91%という高い投票率を記録し

ている。詳細は次の表の通りである。 

（参照：IDEA（国際民主化選挙支援機構）

HP） 

 

  投票率（%） 

2002 年 57.18 

2007 年 69.09 

2013 年 85.91 

 

要因 

第一の理由として、教育の充実が挙げら

れる。市民の教養レベルが底上げされると

ともに、高等教育の充実も図られた。 

第二の理由として考えられるのは、メデ

ィアの発展である。ラジオ、テレビ、ソー

シャルメディア等での情報環境が豊かにな

り、国中の多くの人に情報を拡散すること

が容易になった。 

第三の理由として考えられるのは、イン

フラの改善である。高速道路等の建設によ

り投票のための交通面での障壁が減少した。 

第四の理由としては、投票日の市民の意

識の高まりが挙げられる。特に、2013 年の

総選挙では、「誰もが投票に行くのが当たり

前」というような空気が投票日にはいたる

ところで感じられていた。例えば、バスに

乗れば車掌が「投票にはもう行ったかい？」

と挨拶を交わすように質問を投げかけてく

るというような具合である。 

 

暴動 

では、ケニアの選挙においてはどのよう

な問題が生じているのだろうか。ケニアの

選挙について議論する上で、知っておくべ

き重大な出来事がある。2007 年の総選挙後

に起きた暴動である。 

2007 年 12 月 27 日に行われた大統領選

挙では、国家統一党（PNU）のムワイ・キ

バキとオレンジ民主運動（ODM）のライ

ラ・オディンガによる一騎打ちとなった。

国会議員選挙ではオディンガ率いる ODM

がキバキ率いる PNU の議席を上回ってお

り、大統領選挙もオディンガの優勢が予想

されていたが、同年 12 月 30 日に選挙管理

委員会はキバキの当選を発表した。この発

表には不正を指摘する声もあがり、選挙結

果に不満を持った ODM の支持者によって

大規模な抗議活動が行われ、両派の衝突に

よる暴動へと発展した。2008年 2月 28日、

コフィ・アナン前国連事務総長などの仲介

により、キバキを大統領、オディンガを首

相とする連立政権発足の合意に達した。こ

れにより、2 ヶ月にわたる暴動は沈静化し

た。この暴動による死者は 1000 人以上とさ

れ、多数の国内避難民も生んだ。 

 

暴動の背景～民族と政治～ 

この暴動の原因は選挙への不満だけで

はない。その背景には民族間の対立があっ

た。 

ケニアには多数の民族が存在し、民族が

政治に大きく関わっている。大統領が自身
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の出身民族を優遇する政策をとるようなこ

ともしばしばあるため、有権者は選挙で同

じ民族の候補者を支持する。キバキはケニ

アで最も大きな民族であるキクユ族の出身

であり、オディンガはルオ族の出身である。

キクユ族はルオ族やその他の民族ともとか

ら土地問題などをめぐる対立関係にあった。

そのような中での不正が疑われる選挙結果。

オディンガを支持する民族によるキクユ族

への暴力、それに復讐したキクユ人のルオ

族殺害等、数々の事件が起こった。選挙へ

の不満による抗議行動が、民族間対立を表

面化させたのである。 

 

汚職 

ケニアでは汚職が社会的な問題となっ

ている。それは、政治家に限らず、企業、

公務員等、日常的にいたるところで行われ

ている。例えば、警察官が交通の取り締ま

りで賄賂を要求することなどは日常茶飯事

である。 

そのため、政権または政治家に対する国

民の信用は低い。日本のように選挙での投

票率を低下させる原因とはなっていないが、

国民の支持を得た代表者がその支持に応え

るような行動をとらず、国民の不信感は募

っている。これも民主主義の完全な成立を

妨げる原因になっているのではないだろう

か。 

 

結論 

 

日本、ケニア両国の現状を見て、その問

題点について議論したが、両国家は異なる

形で民主主義の完全な成立に至っていない

と考える。 

日本においては、若者を中心に政治離れ

が進み、投票率の低下にそれは現れている。

しかし、主権をもつ国民として、知識を得

て、判断する力を身につけ、国民としての

権利を行使して政治に参加しなければなら

ない。 

また、ケニアにおいては、国民の支持を

得て選挙に当選した代表者は、主権をもつ

国民の代表として汚職のない政治を行わな

ければならない。そして、政治に限らず社

会的な問題となっている汚職問題はケニア

が早急に解決しなければならない課題と言

えるだろう。 

このような両国の例から言えることは、

民主主義を完全に成立させてそれを維持し

ていくためには、国民とその代表である政

権がどちらもその成立に向けて機能しなけ

ればならない、ということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

 

 

 

第 4 章 

実行委員手記 

 
  



35 

 

日本側実行委員長 

大阪大学 3 年 安部美里 

 

JKSC の本会議は、両国の実行委員が直

接顔を合わせて、気が済むまで話すことが

できる非常に貴重な時間だ。私がケニアに

ついて興味を持ち、ケニア側実行委員にあ

れこれと質問したいと思うのと同様に、ケ

ニア側実行委員からも日本について様々な

ことを訊かれる。 

「来年はもっともっとケニア人と話し

たい。」ケニア側実行委員 5 名を日本に迎

えて開催した昨年の本会議後、これが私の

素直な感想だった。充実した時間を過ごし、

たくさんの経験ができたと同時に、ケニア

側実行委員の質問に答えられないこともあ

り、言葉の壁や知識の不足を痛感する時間

でもあった。 

だから、この 1年は両国についての知識、

情報を深めようとした。分科会も、今まで

は深く勉強したことがなかった「政治制度」

を選択し、まずは日本、そしてケニアの政

治に関して学んだ。政治、歴史、文化、言

語など様々な分野の文献を探し、それらを

読むたびに、新しいことに出会えた。 

それでも、今年の本会議、初めて訪れた

ケニアを「知らない世界」だと感じた。で

も、この気持ちは自分の無知を痛感した昨

年とは少し違った。ケニアを実際に訪れて

みると、感動、驚き、疑問など本当にたく

さんの経験があり、実際に訪れないと分か

らないであろう、ケニアの空気感や、人々

の温かさ、悪い例を挙げれば、社会の歪ん

だ部分、自分の目で見て、感じて、新たに

知ることが多くあった。だから、そこを「知

らない世界」だと感じた。「百聞は一見に

如かず」ということわざがあるが、まさに

その言葉の通りの経験であった。 

このように、実際に見て、聞いて、感じ

て学ぶことの素晴らしさを感じたが、一方

で、日本で勉強していたことが無駄だった

とも決して思っていない。それらの知識を

前提としてケニア側実行委員と昨年よりも

様々な話をすることができたし、それらが

あったからこそ、現地での経験がより良い

ものになったと思う。 

私が知らない世界は、世界中に、日本国

内でさえも、たくさんあると思う。新たな

世界との出会いは、自分の知識を増やし、

考えを深めてくれる。だから、これからも、

1 つでも多くの世界を知り、経験し、それ

らを自分の糧とできるよう努力し続けてい

きたいと思う。 

 

財務局 

大阪大学 3 年 奥中郁巳 

 

3 週間弱のケニアでの本会議を終え、ま

ず無事に終わったことにホッとしたという

のが正直な感想である。 

それは昨年の日本開催とは異なり、安全

面での配慮・準備に多くのエネルギーを注
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いだのが今年であったからだ。テロや強盗

などの凶悪犯罪、交通事故に巻き込まれる

リスクをできるだけ軽減することが至上命

題であった。できる限り多くの有益な情報

を集め、また在ケニア日本国大使館や現地

に滞在されている方、JKSC の OB・OG の

方のアドバイスも大いに活用した。 

ここでは非常に多くの学びがあった。特

にケニア側実行委員との合意形成の際だ。

その学びとは、交渉というものは非常に難

しいものであるということである。この安

全面でのリスクをどう評価するのか、その

リスクに対し限られた予算の内どれほどの

お金を投資するのか、どの場所を訪問する

のか、両国実行委員の間で大きく意見が分

かれ非常に難しい議論となった。その地に

実際に住む側・訪問する側では評価が異な

るのは当たり前ではあるが、先入観だけで

なく様々な情報・意見を参考にし、議論を

重ね最終的に合意形成ができたことは、自

らにとって大きな学びとなったと考える。

また合意形成は日本ケニア両国委員長の尽

力無くしては全く成り立たなかったと感じ、

深く感謝している。コミュニケーションの

重要さも改めて感じた。 

また、実際に訪問すると、これまで少し

怖い交渉相手だと感じていたケニア側実行

委員が非常に温かく迎えてくれ、実際に対

面して交流することと Skypeで画面を通し

て話すことは大きく異なると感じた。 

ケニアにおいても、日本ケニアにおける

文化・経済・社会・宗教など様々な違い、

またそれによる価値観の違いを肌で感じる

ことができた。 

昨年はケニア側実行委員と話すことで

しかケニアを感じられなかったが、今回は

五感全てを用いて等身大のケニアを感じる

ことができ、より刺激を感じた。やはり、

テレビや雑誌、他人の経験談でなく、実際

にその地に行くことでしか得られないモノ

は確かに存在するのだと思う。 

ケニアの土っぽい空気、しかしそこでド

ンドン伸びていくビル、賑やかな車のクラ

クション、また野生のキリンやカバ、シマ

ウマなどの動物を見たときの感動は一生忘

れないであろう。 

この 3 週間だけの経験で終わらせず、こ

れからもケニアと何らかの形で関わりを持

ち続けていきたいと感じる。 

 

国際渉外局 

関西外国語大学 3 年 内田あす香 

 

ナイロビへ向かう飛行機の中、あと数分

の到着を待ちきれずに窓から景色を覗いて

みると、まばらに生えた木々と赤い土に覆

われた広々とした大地があった。その時つ

いにアフリカに来たと実感した。日差しが

とても強いが、常に湿度の無い快適な気温

と気持ちいい風が吹いていたので過ごしや

すく感じた。街を歩けば中国人、你好など

と言われ、黄色人種としての自分を意識し
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た。 

滞在時、ケニアにはなぜか懐かしさを感

じた。一度もケニアに来たこともなければ、

ケニア側実行委員や土地の人々と直接会っ

たことはない。しかし自分がこの場所を気

に入っていることが分かった。普段の生活

では、JKSC の一員として私は何ができる

のか、人生で初めて空気を読もうとした。

舗装されていないがたがたの道路をものす

ごい速度で走る乗り合いバス、前日に決め

た時間どおりに進まないのんびりとした

日々、日本で生活していれば絶対に予想で

きないであろう問題など、実際に行かなけ

ればわからないことが多くあった。 

今回このような貴重な機会をいただき、

心から感謝しています。JKSC の実行委員、

そして協力してくださった皆様、本当にあ

りがとうございました。 

 

企画局 

東京大学 2 年 張文博 

 

20 日間の本会議を経て、日本では考えら

れない多くの貴重な経験をさせていただい

た。この貴重な機会の実現に尽力してくれ

た日本側、そしてケニア側の委員長にまず

感謝したい。この本会議を開催する過程の

中で多くの障害や問題があり、行く前はど

うなる事かと思ったが、ケニア側実行委員

の努力と折衝の結果、無事に乗り越えるこ

とができた。彼らの協力がなければ第 15 期

本会議の開催は不可能であったため彼らに

もとても感謝している。 

今回の本会議にはいくつかの新しい試

みがあった。そのうちの１つが家具付きハ

ウスとレンタカーを借りたことである。1

つの家で共同生活をすることで両国の実行

委員の連帯感が増したといえると思う。ま

た 1 つの家で自炊や家事をする中で、相互

の文化や習慣を上手く伝えあうことができ

るいい機会にもなったと思う。その他にも

今回はムスリムのケニア人が参加し、彼ら

のおかげで日本ケニア間のみならずイスラ

ム文化、伝統と交流することもできた。こ

の一例として彼らの家へ訪問したことが挙

げられると思う。彼らの家の礼拝室を訪問

し、伝統的衣装を見せていただいたのは非

常に興味深かった。 

以上に述べたように 15 期には多くの新

しい試みがあったが、一方で以前からの内

容を踏襲した部分も多々ある。例年と同じ

く本会議の最後に在ケニア日本国大使館で

シンポジウムを開くことができたし、JICA

等の企業訪問も充実させることができた。

分科会のテーマとして自分はアートを選ん

だが、ケニアの芸術が直面している問題、

現状などを知り将来少しでも自分が貢献で

きればなと深く思った。他にもサファリな

ど日本側実行委員にとっては初めてのこと

だらけで、日本にいた時には想像もできな

かったような経験をすることができた。 

このようにして、人から聞いたケニアで
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はなく自分の目でしっかりと見たケニア像

を持つことができたのは自分の財産だと感

じている。そして自分が委員長として

JKSC を引っ張っていく来期、日本を代表

する気持ちで恥じない日本をケニア側実行

委員に見せていきたいと強く願っている。

15 期のみなさんに出会えたこと、支援して

くださった企業の方、OBOG の方にはこれ

からも感謝の気持ちを持ちながら、活動を

続けていきたい。 

 

ケニア側実行委員長 

USIU3 年 Rahab Kihuha 

 

First and foremost I must begin with a 

note of thanks to all of the JKSC 

members who made this conference a 

success. Initially we were faced with 

many challenges with planning due to 

the issue of insecurity in Kenya. However 

due to teamwork and coordination we 

were able to do our best with the 

resources available to us. One thing I 

noticed with this conference was how 

different and unique the plans and 

activities were done. For the first time in 

the history of the conference we rented a 

house and lived together. This meant 

more interaction between the Japanese 

and Kenyan members. I think the 

Japanese members got a firsthand 

experience of Kenyan culture raw and 

pure.  

Secondly the topics and the places we 

visited really made me appreciate some 

things and places I had taken for granted. 

An example was Paa Ya Paa arts center 

and national archives. In the case of 

archives I pass it every day on my way to 

school but have never been inside. The 

experience is one I will not easily forget. I 

learnt so much about Kenyan 

history .The visit to one of the member’s 

home though unexpected turned out to be 

wonderful. The three study topics apart 

from history also taught me to appreciate 

the various forms of art here in Kenya 

and relations that Japan and Kenya have 

especially through JICA. 

Personally I enjoyed all the moments 

we shared with the other Kenyan and 

Japanese members, and all the activities 

we did except ice skating. The conference 

played a huge role in my life and really 

taught me a different perspective of 

looking at everything. I am glad I was a 

part of the 15th JKSC conference. 

 

（日本語訳） 

まず初めに、今回の JKSC 本会議を成功

に導いた実行委員にこの場を借りてお礼を

言いたい。当初は、本会議日程や治安面へ
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の対策において多くの問題が発生した。し

かし、実行委員が協力し、持ちうる限りの

力を発揮したことで、最善の成果を上げる

ことができた。今期の 1 つの特徴として私

が強調したいことは、今までの本会議には

なかった活動の形を作り出したことである。

JKSC 史上初めて、実行委員全員で 1 つの

家を借り、そこで共同生活を送った。この

試みにより、両国実行委員はより多くの交

流ができたと思う。また、日本側実行委員

は生のケニアを直に体験することができた

と思う。 

次に、訪問させて頂いたいくつかの場所

で、普段当たり前だと思っていたことを再

認識することができた。その一例が Pa Ya 

Paa アートセンターと国立記録館である。

毎日学校へ行く途中に位置しているにも関

わらず、これまで一度も訪れたことがなか

った。これらの経験によって、ケニアの歴

史について多くのことを学ぶことができた

し、忘れられない経験となるだろう。さら

に、ムスリムのケニア側実行委員宅への訪

問も素晴らしいものであった。歴史以外に

も 3 つのテーマを設けた分科会活動ではケ

ニアの芸術について改めて考えることがで

き、JICA の活動による日本とケニアの両国

の関係も学ぶことができた。 

個人的な感想を述べると、日本側実行委

員、ケニア側実行委員と過ごした時間は常

に楽しく、怖い思いをしたアイススケート

以外の活動には満足している。今回の本会

議は、私の人生のなかで大きな存在であり、

あらゆるものに対する多角的な視点を身に

つけることができた。15 期 JKSC の一員と

して活動できたことを本当に嬉しく思う。 

 

副実行委員長 

USIU2 年 Jalal-U-Din Ayub 

 

I felt the urge to attend the 15th JKSC 

conference as I have always had the hope 

and belief of not only opening my mind to 

different views and opinions, but also 

meeting and learning how to work hand 

in hand with people from a different 

society and culture in order to achieve 

mutual goals i.e. “A better society.” 

Japan and Kenya according to me are 

both great nations, but can be made 

better through interactions, conferences, 

discussions and symposia amongst the 

youth who actually, are the “Leaders of 

tomorrow.” Many people want a better 

society, perhaps improved relationships 

with ally countries, but very few take a 

stand and try to improve these 

relationships, I believe this was a golden 

opportunity, not only to understand each 

other’s societies but also to build a bond 

that will hopefully last for years to come. 

A bond created between strangers that 

will someday make the two nations 
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stronger allies as well as support the idea 

of empowering future generations with 

similar opportunities such as the JKSC 

in order to further strengthen and 

maintain this bond. My main reason to 

attend the JKSC was to be a part of the 

creation of this special bond between 

Japan and Kenya. 

My aim for the main conference as a 

vice-chairperson, was to gain effective 

communication skills through exposure 

to different styles of presentation and to 

be able to use them in assisting all 

members in their various roles while at 

the same time sharing my views and 

ideas as I further built on my experience 

in working as a team to have a successful 

conference. I also hoped to gain as much 

exposure to the Japanese culture and 

way of doing business as possible so as to 

be a successful businessman in the 

future. 

JKSC gave me a wonderful 

opportunity of working in a group with a 

Japanese member as well as a Kenyan 

member. The topic “Arts in Kenya” was of 

interest to all of us. The gaining of 

effective communication skills and 

understanding one another enabled the 

three of us to come up with a perfectly 

put together presentation in a very short 

time with no arguments or 

misunderstandings which truly, is a step 

towards achieving that mutual goal of “A 

better society.” 

An experience such as the JKSC 

conference is not one that can be acquired 

anywhere else and is therefore very 

unique in its own special way. This 

experience I believe, helped model me 

into a better citizen since I visited and got 

to know about places that I had never 

been to but were also in my reach. It also 

brought with it lots of lessons worth a lot 

more than money can buy. My hope is to 

one day become an owner of a successful 

business, and I feel that the JKSC 

conference has helped me take positive 

steps towards my goal in life. Today, just 

as different people sponsor students to 

attend the conference, tomorrow I wish to 

be in a position to do the same so as to 

enable others gain a similar or even 

better experience than mine.  

I would love to express my utmost 

gratitude to all the sponsors, alumni and 

current members who played very 

important roles in making the 15th JKSC 

conference a success. 

 

（日本語訳） 

私は、自分とは違う視点や意見を尊重する



41 

 

こと、違う社会に属し、違う文化をもつ人々

と双方の目指す「よりよい社会」を達成す

るためにどのように共存するかを学ぶこと

を、常日頃から心がけている。それが私の

15 期 JKSC への参加意欲を掻き立てた。 

日本もケニアも素晴らしい国であると

思うが、将来を担う若い世代による両国間

の交流や会議、討論、談話などを通して、

さらによい国を目指せるとも思う。多くの

人がよりよい社会を求め、国家間のよりよ

い関係を求めているだろう。しかし、実際

に関係強化のために立ち上がる人はほとん

どいない。JKSC への参加は、お互いの社

会を理解し、長く続く絆を築くことができ

る絶好のチャンスだった。初めはよく知り

合っていない者同士で築き上げていく絆

が、いつの日か両国間の関係をより強め、

その関係をさらに強化するための JKSC の

ような機会をより多く次世代にもたらすよ

うになるだろう。私が JKSC に参加した最

大の理由は、日本とケニアにおけるこの特

別な絆を築くことに携わりたいと思ったか

らである。 

 副委員長としての私の目標は、様々な

伝え方を考えてコミュニケーション能力を

高めること、それを活かしてそれぞれ違う

役割をもつ実行委員をサポートすること、

さらには、1 つのチームとして本会議を成

功させるために、自分の経験をもとに築い

た考えや意見を他の実行委員に共有するこ

とであった。また、私自身が将来ビジネス

マンとして活躍するために、日本の文化や

日本のビジネスの在り方にできる限り多く

触れたいとも思った。 

JKSC は日本側実行委員・ケニア側実行

委員が 1 つのチームとして活動をする素晴

らしい機会を私に与えてくれた。分科会の

「ケニアの芸術」というテーマは非常に興

味深かった。活発なコミュニケーションを

図り、互いに理解し合うことによって、短

い時間しかなかったにも関わらず、口論や

誤解も生むことなく、この分科会に所属す

る 3 人で協力して満足できるプレゼンテー

ションを作ることができた。これは、「よ

りよい社会」という相互の目標に近づく一

歩となったに違いない。 

 JKSC での経験は、他では得られない、

唯一無二のものである。自分で行くことが

できる範囲内にあるにも関わらず、一度も

訪れたことがなかった場所を訪問したこと

は、私の市民としての成長であると思う。

お金では買うことができない価値をもつ教

訓もたくさん得ることができた。私の夢は、

経営者として成功することであるが、この

経験によってその夢への有意義な一歩を踏

めたと思う。現在、私たち学生がこのよう

な活動をするために多くの方が支援して下

さっているように、将来の学生が、私がし

たような経験、さらにはよりよい経験をす

るために、いつか私も支援する立場になり

たいと願う。 
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最後に、15 期 JKSC 本会議を成功に導

いて下さった、スポンサーの方、OBOG の

方、そして 15 期の実行委員に感謝の意を表

して終わりとしたい。 

 

学術局 

USIU4 年 Don Handa 

 

The idea behind the Japan-Kenya 

Student Conference is to foster a deeper 

understanding between students from 

the different countries. One would 

assume that the process of international 

exchange would involve gaining 

knowledge about a different country. 

While this part is true, what stood out the 

most for me during this experience is the 

extent of knowledge that I gained, not 

about Japan, but about my home country 

Kenya. 

While doing research on the chosen 

topics for study for this year’s conference, 

I did learn quite a bit about Japan. The 

topic I chose to work on, international 

co-operation, involved learning about 

Japan not as a country existing on its 

own, but as part of the international 

community; the relationship that Japan 

has with the rest of the world. In this 

sense, my study for the conference 

brought my attention to the extent to 

which Japan cooperates with Kenya, and 

to the numerous projects for which the 

Japanese government provides support 

for in Kenya. Such information, being a 

student of International Relations, is 

vital for broadening my understanding of 

the world we live in. 

However, the experience of moving 

across different areas of Nairobi during 

the conference proved to be the most 

interesting part of the main conference. 

On a personal level, in my interactions 

with the Japanese students, I managed to 

learn about aspects of Japanese life that 

were quite different from the life that I 

have gotten accustomed to in my home 

country. In the two and a half weeks 

during which we lived together, I must 

say, Japanese sensitivity to time emerged 

as the starkest difference between the 

two cultures. This is not to say that other 

differences between the two peoples (the 

Japanese and the Kenyans) are 

insignificant, but rather, that the 

time-consciousness, and punctuality of 

the Japanese exists in sharp contrast to 

what we here in Africa have come to refer 

to as “African timing”; a generally 

unhurried, nonchalant attitude towards 

time-keeping. 
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Beyond the individual, watching the 

Japanese reacting to the various aspects 

of Kenyan life to which they were exposed 

was quite interesting. This presented the 

various perceptions that people outside 

Kenya hold of my home country, and 

further, the perceptions that Kenyans 

hold of foreigners. One thing I noticed 

was the mistaken assumption among 

some Kenyans that we met, that the 

Japanese students were actually Chinese. 

This spoke only to the extent to which the 

Chinese community has become visible, 

along with the obviously limited 

knowledge among the Kenyan public, of 

the different foreign communities present 

in Kenya today. 

Ultimately, I immensely enjoyed the 

Conference for the opportunity that I had, 

to experience Kenya in a way that I had 

not done so before. For this, the 

Conference will remain one of the more 

stimulating experiences of my life. I am 

grateful for having gone through this, 

and would wish that it continues long 

into the future, so that many more people 

can see and learn, as I got to see and 

learn during this period. 

 

（日本語訳） 

JKSCの目的は異なる国の学生同士の理

解を深めることである。国際交流とは外国

の知識を得ることだと考える人がいるだろ

う。それも事実だが、この経験を通して特

に印象に残ったのは、日本についてよりも

私の母国、ケニアについての知識が深まっ

たことである。 

本会議に向けて、自分が選んだ分科会の

トピックの勉強をしている間に、私は日本

について非常に多くのことを学んだ。私が

選んだ国際協力というトピックは、日本と

いう国そのものよりも、国際社会の一部と

しての日本、つまり日本と他国との関係を

学ぶことに役立った。その意味では、本会

議に向けての勉強のおかげで、私の興味は

幾分、日本とケニアの協力、そして日本政

府がケニアで行っている援助のたくさんの

プロジェクトへ向いた。そのような情報は、

国際関係を学ぶ学生にとっては、私たちが

住んでいる世界への理解を広げるためにも

必要不可欠である。 

しかしながら、本会議中に最も興味深か

ったのは、ナイロビの異なる地区を移動し

た体験だ。個人的なレベルでは、日本側実

行委員との関わりの中で、私が自分の国で

習慣としてきたものとは全く異なる日本の

生活の側面を知ることになった。私たちが

共に過ごした 2 週間半の間に両国の文化で

最も違うと感じたことは、時間観念である。

このことは日本人とケニア人の間の他の相

違点が取るに足りないというのではなく、

むしろ日本人の時間観念とその正確さは、
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私たちがここアフリカにおいて時間管理に

対して無頓着で、急がない、いわゆる「ア

フリカ時間」の態度とは非常に対照的であ

ったということだ。 

個人的なレベルを超えて述べれば、ケニ

アの生活の様々な側面に直面した日本側実

行委員の反応を見るのは非常に面白かった。

外国人が抱く私の母国に対する様々な認識

を知ることができ、さらにはケニア人の外

国人に対する認識も知ることになった。私

たちが出会ったケニア人の中には、日本側

実行委員を中国人と間違える人が多かった。

中国のコミュニティは、ケニアの様々な外

国コミュニティの中でも目立ってきている

ということなのだろう。 

最後に、この本会議をこれまでにないケ

ニアを体験するという意味で非常に楽しむ

ことができた。私の最も刺激的な経験の 1

つとして残るだろう。このような経験がで

きたことに感謝し、そしてより多くの人が

私のように経験し、学ぶことのできるよう、

JKSC が続くことを望みたい。 

 

会計局 

USIU2 年 Melanie Macoloo 

 

I attended the 15th  JKSC conference 

in hopes of leaning the Japanese culture 

but also learning to work with people 

from a different culture. I have really 

enjoyed the conference very much as it 

has helped bring a better understanding 

and better relationship between Kenya 

and Japan.  

This was a golden opportunity for me 

to be part and parcel of as it was very 

educational through the different 

discussions we had. We discussed and 

presented topics which affect the two 

countries (Kenya and Japan) and we also 

discussed ways in which Kenya can learn 

from Japan and vice versa. This 

conference brought together strangers 

from different parts of the world and 

taught them how to work together and 

learn from one another. It also gave me a 

clear understanding of the Japanese 

culture.  

My post as the finance chair for the 

Kenyan side was to ensure that the 

resources were spent well and we did not 

run out of money which was a success. I 

was also part of a group which did their 

research on Art in Kenya today which 

enabled me to work in a group and it also 

taught me to consider and appreciate my 

group members’ opinions and work 

together in harmony. 

This experience was very unique and 

life changing and I am not the same 

person I was before this conference. I 

have become a better individual and now 
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I am able to say I can work well with 

Japanese people without any conflicts. 

JKSC has also helped to bring out the 

leader in me which I did not know existed. 

I cannot really put into words how 

appreciative I am to have such an 

experience.  

I would like to thank everybody who 

made this conference a success staring 

from the sponsors who without their 

funding non of this would be possible, the 

JKSC alumni and the 15th JKSC 

conference Japanese members. 

 

（日本語訳） 

私は、日本の文化を知りたい、異なる文

化の人々と共に活動したいという思いで、

第 15 期本会議に参加した。私は本会議を非

常に楽しんだし、両国実行委員の相互理解

が深まり、よりよい関係を築くことができ

たと思う。 

様々な議論を行うJKSCで実行委員とし

て活動したことは、私にとってとても貴重

な経験になった。私たちはケニア、日本の

両国で生じている問題、互いの国から学ぶ

ことができることについて議論を行い、発

表した。この本会議によって、遠い国から

来た、言語も文化も異なる者同士が共同生

活をして、どのように協力して共に活動し

ていくか考え、互いから学びあおうとする

機会を得た。また、本会議は日本文化につ

いて明快に理解する機会でもあった。 

 会計局という私の役割は、予算が適切

に使われているか、使いすぎはないか管理

することであったが、今回はしっかりとそ

の役割を果たすことができた。分科会活動

では、ケニアの現代芸術の分科会に所属し

たが、他の人の意見を尊重しながら調和を

保って議論に取り組むことを学んだ。 

 JKSC での経験は、他では経験したこと

がないようなもの、私の人生を変えるもの

であり、本会議に参加する前の私と今の私

はまるで別人である。以前よりも私自身が

成長し、今なら日本人と仲違いすることな

く物事に取り組めるだろう。今までは認識

していなかった私の中のリーダーシップに

気付くこともできた。このような経験がで

きた嬉しさは、言葉では表現しきれない。 

活動のために不可欠であった資金を下

さったスポンサーの方々をはじめ、JKSC

の OBOG、15 期日本側実行委員、この本会

議の成功を支えて下さった全ての方に多大

な感謝の意を表したい。 
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3 月合宿&JKSC 大同窓会 

 

日時：3 月 20、21 日 

場所：国立オリンピック記念 

青少年総合センター 

 

新たな実行委員も初めて参加して第 15

期 JKSC としての初顔合わせだった。各自

の興味に従い自由にケニアについて調べ、

プレゼンを行った。 

JKSC 大同窓会は、団体発足 15 年の節

目として OBOG と現役の実行委員を交え

親睦を深めるとともに、JKSC への各自の

想いや理想像を共有する場となった。現役

の実行委員にとっては、ケニア渡航に向け

て経験者の体験や意見を聞くこともでき、

非常に有意義な会であった。 

 

４月合宿 

 

日時：4 月 26、27 日 

場所：国立オリンピック記念 

青少年総合センター 

 

合宿 1 日目は、渡航者選抜の有無や渡航

日程について具体的に話し合いを進めた。

各自が渡航中のフィールドワーク案につい

て事前に調べ、プレゼンも行った。 

合宿 2 日目は、相模大野で開催されたア

フリカンヘリテイジフェスティバルを訪れ、

ケニアの食文化を体験した。 

2 日間を通して、実行委員同士の親睦を

深めるとともに、ケニア渡航へのイメージ

を少しずつ具体化することができた。 

 

 

6 月合宿 

 

日時：5 月 31 日、6 月 1 日 

場所：大阪大学 

 

渡航中のフィールドワークについて、ケ

ニア側の企画案を共有し、日本側の意見を

伝えた。日本側の企画案も作成してケニア

側に伝え、予算等の詳細部分を現地で確認

した後、企画として採用するか検討した。 

また、外務省や在ケニア日本国大使館

によって公開されている情報をもとに、

危機管理の勉強会を行った。 

 

7 月合宿 

 

日時：7 月 5、6 日 

場所：浜松市福祉交流センター 

 

1 日目は、各分科会で勉強したこと、議

論の進捗状況についてプレゼンを行った。

また、ケニアのスラムで学校運営に携わる

早川千晶さんをお招きし、勉強会を開催し

た。ケニアへの関心をさらに深めるととも

に、渡航前に安全や健康面での不安を払拭

する良い機会となった。 
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2 日目は、本会議の企画案に対して、日

本側の意見をまとめ、企画の最終決定に向

けて調整を行った。 

 

直前合宿 

 

日時：8 月 15 日 

場所：国立オリンピック記念 

青少年総合センター 

 

渡航前の最終確認として、全日程の確認

と、緊急事態における対応等の確認を行っ

た。ケニア側の実行委員、ケニアでお世話

になる方への日本土産を購入した。 

渡航前最後のミーティングも滞りなく

終了し、良い雰囲気で出発を迎えることが

できた。 
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