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はじめに 

＜本書で使われる略語・専門用語＞ 

本会議 

本会議とは、どちらかの国に直接訪問し、ディスカ

ッション・文化交流・イベントや訪問活動を通した

数週間の期間全般のことを指す。 

分科会 

各期のテーマに沿って、両国の知識と経験を持ち

寄り、討論すること。異なった国の考え方を通し

て、自国の問題を違った見方によって問題の解決

の糸口を探るきっかけとする 

JKSC（Japan-Kenya Student Conference） 日本ケニア学会議 

MDGs(Millennium Development Goals) ミレニアム開発目標 

JKSC JPN 日本ケニア学生会議日本側 

JKSC KNY 日本ケニア学生会議ケニア側 

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

JICA ケニア 独立行政法人 国際協力機構 ケニア事務所 

JBIC(Japan Bank for International Cooperation)  国際協力銀行 

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

AICAD(African Institute for Capacity 

Development) 
アフリカ人造り拠点 

ODA(Official Development Assistance ) 政府開発援助 

NGO(Non-Governmental Organization) 非政府組織 

AIDS(Acquired Immunodeficiency Syndrome) 後天性免疫不全症候群 

ＨＩＶ（Ｈｕｍａｎ Ｉｍｍｕｏｄｅｆｉｃｅｅｎｃｙ Virus） ヒト免疫不全ウイルス 

 

＊ 「Ｅｇｅｒｔｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ」は、「エガトン大学」、「エジャートン大学」という読み方があるが、 

本書では、エガトン大学と表記する。 

<英語監修> 

本報告書の執筆にあたって、以下の方々に英語監修を行っていただいています。 

Paga Rex Roy （大阪工業専門学校、ウガンダ出身） 

Tom Ogol （エガトン大学、ケニア在住） 

Simon Muchiri (エガトン大学、ケニア在住) 

Wade Muncil (大阪女学院大学講師、アメリカ出身) 
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委員長挨拶 

 

第７期日本ケニア学生会議ケニア側実行委員長 

エガトン大学４年 Tom Ogol 

 

まず始めに在ケニア日本大使館を代表して町田様、JKSC のケニア側顧問で、エガトン大学の

Adulrazak 教授、様々な機関の方々、ゲストのみなさんに挨拶申し上げたい。今日は日本ケニア学生会

議の年間行事の中でも最も重要な本会議、第 7 期本会議開幕の日である。 

JKSC は学生によって非営利で運営されている、教育的、そして文化的機関であり、１９９９年に後藤

千枝さんによって設立された。 

 

ＪＫＳＣの概要 

1999 年の設立から毎年、JKSC は我々のミッションである、“Let’s take action together!”を実現するた

めに活動してきた。それは、ケニアと日本の双方の若者が、世界や私達の国、そして地域社会などの課

題を知り、成長するためである。ケニアではエガトン、ナイロビ、ケニヤッタ、そして USIU の 4 つの大学の

100 人の学生ネットワークがあり、JKSC は人間の文化と平等をお互いに尊重している。 

学生に必要なスキルを身につけエンパワーメントすることと、彼らを取り巻く世界を形成している権力

を理解することによって、私達は国際理解、国際協力という最も重要な義務と共に、我々の国、そして

人々の発展に貢献することを願っている。私達はさまざまな学習経験を提供することによって、若者の

成長を促している。その経験とは、例えば、持続可能な開発、環境保護、教育、社会責任、コミュニティ

ーサービスなどの分野での多様な活動に繋がっているものである。 
 

我々の活動の主要な構成要素はケニアと日本の大学生による、年に 1 度の本会議である。それは、

異文化間で起こりうる、実際的な経験を促進するものであり、また、会議の参加者が全く違った文化、コ

ミュニティー、そして諸問題に触れる場である。本会議を通じ、ケニア、日本両国の若者間で直接対話

をする機会を創り出すことによって、JKSC は学生に彼らの社会と環境の情報を伝え合う機会を提供して

いるのである。基本的に私達のしていることは全て、より良い社会、世界、そして未来に向けて“take 

action”する活動なのである。 

 

本会議を通してつり合いのとれた個人を育成するために、私達は次のことに励んでいる： 

◇ 団体の社会的責任・・・私達は参加者が良い道徳と責任感を持つよう奨励しようとしている。それは、

コミュニティー開発の全ての分野で責任を持って事を行う、社会的リーダーを育成するためである。 

◇ 文化理解・・・JKSC はケニアと日本の文化の個性の相互作用と、相違点の正しい理解を手助けして

いる。 

◇ 情報と社会・・・学ぶ環境を創り出す事によって、メンバーの活発な参加を促進するために、情報と
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考えを分かち合い、問題解決に貢献し、積まれた経験と知識を広める。 

 

第 7 期本会議の目標 

１、 ケニアと日本のよい国際関係を助長すること 

２、 私達がそれぞれ持っている異なる技術を分かち合い、現在の社会経済的な問題を解決する 

     見識を得ること 

３、 異なる文化、言語を持つ２つの国の学生の仲が良くなること 

４、 ミレニアム開発目標を達成するという目的を持って、参加者の視野や、取り組みの幅を広げる 

 こと 

 

若者は、世界の人口の活発な大部分となっている。ミレニアム開発目標を達成する上での彼らの役

割は決して想定出来ない。若者に影響する問題の解決策を生み出す躍進のために、私達若者は、政

府や各機関、組織に継続的な支援を求める 

第 7 期本会議が社会に受けいれられるような政策提言ができることを願っている。 

そして最後に Rudolf Steiner の言葉を引用したいと思う。 

“我々はこう問うべきではない。「人は今ある社会秩序に順応するために何を知って、何ができるか？」

むしろ我々はこう問うべきである。「各個人にどのような能力が潜在しているのか、そして何を伸ばすべき

か？」 こう問う時にのみ、各新興世代は社会を活気付けるのである。そして社会は若者が既存の社会

から創り出すものになる。新しい世代が、既存の社会が求める社会のままに創られるべきではない。” 

（訳：吉田良子） 

 

第７期日本ケニア学生会議日本側実行委員長 

立教大学２年 冨永昭太 

  

この度はケニアにおいて第七期日本ケニア学生会議の本会議が、特に目立ったトラブルもなく閉会でき

たことを心から喜んでおります。といいますのも、創設者の後藤千枝さんをはじめ、日本ケニア学生会議

の OB・OG の方々、私たち学生のために忙しい時間も返上してお手伝いしてくださった方々、いうまでも

なく私たち日本メンバーと毎日を供にしてくれたケニアメンバー達、そして日本メンバーの皆の協力のお

かげです。本当にありがとうございました。この場を借りて皆様に感謝申し上げます。 

 ここで軽くケニアで過ごした本会議の２週間という期間を振り返ってみたいと思います。軽くと初めに申

し上げましたが、それほど軽く思い出すことができません。なぜかというと、それほど本会議の２週間は充

実していたからです。この思いは決して私一人だけのものではなく、日本メンバー、ケニアメンバーとも

に同じ思いであると私は自負しております。今回の７期の日本メンバーは皆新メンバーであり、知らない

ことや、不安なことを数多く抱えながらもなんとか本会議をやってきました。初めのうちは日本から想像も

つかないくらい遠く離れたケニアの土地に戸惑うことも多々あったと思いますが、そのような困難は各人

のケニアに対する熱意や、日本メンバー全員の固い絆によって次々と乗り越えることができました。細か

い点を見てしまえば、新メンバー故に至らなかった点もあったと思いますが、大きく見てしまえばそのよう



 8 

な点も全く気にならないほどでした。今回の本会議で発覚した反省材料は、次の本会議で徐々になくし

ていけばいいだけのことです。それほど難しく考える必要はありません。この第７期の本会議をしっかりと

土台として、その次、そしてその次へと永遠とこの日本ケニア学生会議が発展していってほしいと思って

おります。 

 最後に、もう一度この日本ケニア学生会議に関わってくださった方々へ感謝申し上げたいです。これ

で日本ケニア学生会議第７期の活動は終わりました。しかい、ここが決してゴールではありません。ここ

はあくまでも通過点でしかありません。私はこの日本ケニア学生会議が、日本の学生とケニアの学生と

の交流が、日本とアフリカの交流が今後ますます発展してくれることを望んでおります。



 9 

創設者挨拶 

 

JKSC 創設者 後藤千枝 

 

第７回日本ケニア学生会議ケニアでの本会議無事閉幕の報告を受け大変感慨深いものがあります。

創設から本日までの活動の流れに思いを馳せる時、学生諸君の情熱と実行力にあらためて感服すると

共に、当団体をご支援してくださる多くの方々への感謝の気持ちで胸が一杯になります。 

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学生たちによ

る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。 

第８回日本ケニア学生会議では、２度目の日本開催を実現させようとしています。ますます、皆様方

からのご理解、ご協力が必要になります。今後も、くれぐれも日本ケニア学生会議をよろしくお願い申し

上げます。 

 

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

 

創設者紹介 

後藤 千枝 （世界で活動する女性活動家） 

略歴： 

・ 1969 年名古屋市生まれ 

・ 15 歳で論文「世界平和実現のために」が金賞受賞。バチカン市国で開催された世界平和シンポ

ジウムに日本代表として参加 

・ 高校卒業後、欧州・ケニア・米国の大学で国際関係学を専攻する。中日新聞・毎日新聞社中学

生新聞「後藤千枝の世界飛びある記」、月刊公論等 8 年間にわたりフリーランスとして新聞・雑誌

に連載 

・ 「日本インド学生会議」、「日本ケニア学生会議」、NGO「MBIDDE FOUNDATION」、「日本アフリ

カユースネットワーク」などを設立 

著書「見えない糸に操られ」, 新風舎 
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日本ケニア学生会議とは 

 

私達、日本ケニア学生会議（Japan Kenya Student Conference）は日本とアフリカの架け橋を目指し、

日本及びケニア中の大学からメンバーが集まる非営利、非政治、非宗教の学生団体です。社会的な利

害関係から比較的自由な大学生という立場を生かし、両国そして各学生の知識を持ち寄った上で、各

期のテーマに基づいた諸問題について討論し、その成果を社会に還元する事を目的としています。 

1999 年の創設以来、2006 年 9 月までに 5 回のケニアで本会議と一度の日本開催行ってきました。

2007 年は、8 月に 2 度目の日本開催を実施することを予定しています。 

 

【会議理念】 

  この団体は学生という立場を生かした交流を通じての日本ケニア双方の相互理解を目的します。日

ケ両国の学生、そして各地元の人々との活発なコミュニケーションを通じて得た成果を常時、社会に還

元・アピールし、二ケ国のさらなる友好関係を進展させることに主眼を置きます。 

  また、多文化共生社会の実現、草の根レベルからのグローバリゼーション、南北の構造的問題の解

消など世界の諸問題への理解、そして解決に向けて将来その国を担っていく学生同士の討論を中心に

活動、提言を行っています。 

  その活動の一環として、本会議後の討論成果、現地視察内容の公開、報告会開催、報告書作成、

ホームページへの報告を行っています。これに加え、本会議外の活動、他の国際交流団体との情報交

換や啓発イベントを通じ、常に社会に開かれた学生会議としてあることを目標とします。 

当団体の活動の中心である本会議は、日本・ケニア側学生が隔年ごとに訪問し合い、約1ヶ月滞在し、

行われます。 

当団体は特定の営利、宗教、政治性からは常に中立です。 

 

【沿革の概略】  

1999 年 4 月 設立 

1999 年 7 月 駐日ケニア共和国大使館 後援 

2000 年 3 月 第 1 期日本ケニア学生会議 

ケニアにて本会議の開催 

2004 年 8 月 第５期日本ケニア学生会議  

日本にて本会議の開催 

2006 年 8 月 第７期日本ケニア学生会議  

ケニアにて本会議の開催 

2006 年 10 月 東京、大阪にて第７期本会議の報告会を実施 
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【通常活動について】 

当会議の活動の最大の特徴は日本とケニアの学生が自ら運営するところにある。当団体の活動は大

きく分けて二つあり、年に 1 度行われる本会議と、1 年間を通して行う通常活動とがある。当団体は学生

会議のネットワークである学生会議連絡協議会（ＳＣＮ1）年に１度の国際学生フェア等に参加するなど、

学生団体同士の交流、意見交換にも力を注いでいる。また、日本アフリカユースネットワーク（JAYN2）

（2006年1月設立）にも加盟し、7年の蓄積を生かし、人材の貢献、ノウハウの提供、リーダーシップや広

報、財務活動などのキャパシティービルディングに関わるどし、日本とアフリカの国際協力・国際理解に

貢献している。JAYN は、１万部発行した「日本アフリカユース新聞」を各都市で配布をしたり、日本での

アフリカ理解を促進するイベント開催などを行うなどしている。 

 

①通常ミーティング 

・地域ごとに実施   

日本側：関東と関西の２地域 （第 7 期現在3） 

ケニア：ナイロビ地域、ナクル地域の２地域 

・原則として、週に一回実施 

 

②合同ミーティング 

日本側：関東・関西の合同ミーティング（合同合宿） 

ケニア：ナイロビ地域、ナクル地域の合同ミーティング 

年に数回、実施している。 

 

③イベント参加、共催、主催 

イベントを通じて、日本の市民レベルでのＪＫＳＣへの賛同やアフリカへの理解を促進している。 

 

〔情報の共有〕 

各地域のミーティングごとに議事録を作成し、メーリングリストを利用して情報の共有を図っている。

日本とケニアの間のやりとりも、主としてメーリングリストを利用し、英語でやりとりを適宜行い、常に情

報と意識の共有を目指している。また、インターネット回線を利用した skype に着目し、関東・関西間

の情報の共有や日本・ケニア間の情報の共有に利用できるように進めている。 

                                                   
1 学生会議連絡協議会（ＳＣＮ:Student Conference Network）  

現在、22 団体加盟 参照：http://tokyo.cool.ne.jp/scn/ 
2 日本アフリカユースネットワーク（JAYN：Japan-Africa Youth Network） 

日本ケニア学生会議創設者の後藤千枝のネットワークを活用し、日本とアフリカのユースが集まり発足。代表の山崎美緒（著書

『マンゴーと丸坊主-アフリカ自転車 5000km!』）（第 4 期出身）など JKSC 出身者が数名、理事になって活躍している。 

参照：http://jayn.client.jp/ 
3 過去には、名古屋、九州からの参加もあった。 
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第 1 章 第 7 期ケニア開催本会議概要 

◆テーマ 

  ・「国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧs）における若者の役割」 

 

◆本会議日程 

  ・2006 年 8 月 11 日～25 日の本会議日程と、本会議後 30 日までの日程 

 

◆参加者名簿 

  ・日本側 10 名とケニア側 17 名 
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テーマ 

 

「国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧs）における若者の役割」 

ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）は、2015 年までに世界の貧困を半減さ

せるという全世界的な目標である。2000 年 9 月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットに参

加した 147 の国家元首を含む 189 の加盟国代表によって、国連ミレニアム宣言が採択された。この宣言

をまとめたものが MDGｓである。 

MDGｓは、８つの目標を定めており、地域ごとに達成状況を確認しているのだが、各アジアや他の地

域が目標達成に向けて順調に進む中、サハラ以南アフリカ（以下、アフリカ）だけは、目標の達成に向か

うどころかむしろ悪化している。アフリカ地域において、MDGｓの達成は難しいと多くの報告がなされてい

る。 

なぜアフリカでは、MDGｓ達成に向けて進まないのかという疑問をケニアの大学生と率直に意見交換

しあうことで、アフリカの MDGｓの達成やアフリカ貧困削減への糸口が見つかるのではないだろうか。 

 

本会議日程 

※    本会議は 8 月 11 日～25 日まで。 その内、エガトン大学は 12 日－20 日まで滞在。 

 

『本会議の準備・開会式』 

２００６年８月 

6 日 先遣隊出発 

7 日 インド・ムンバイ経由、ナイロビ到着 

ケニア側メンバーと対面 

8 日 ナイロビ市内散策 

9 日 日本大使館を訪問 

ウタリーカレッジの日本語クラス訪問 

10 日 日本大使館にて開会式の打ち合わせ・準備 

11 日 日本大使館にて開会式 

後発隊到着 

 

『エガトン大学での交流と分科会』 

 

12 日 ナクルのエガトン大学へ移動 

両国メンバー交流会 
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13 日 エガトン大学内散策 

サッカー交流 

14 日 午前：分科会・プレディスカッション（MDGs について） 

午後：搾乳体験 

15 日 午前：分科会①（貧困削減、ジェンダー） 

午後：植物園見学 

16 日 午前：分科会②（HIV/AIDS、環境）  

午後：水泳 

17 日 午前：分科会③（グローバル・パートナーシップ、日本の今とケニアの将来） 

午後：JICA シニアボランティア梶川隊員との対談 

18 日 ナクル周辺散策 

エガトン城、メネンガイクレーター、ナクル湖国立公園 

19 日 午前：ミーティング 

午後：Ｎｊｏｋｅｒｉｏ村訪問・ニャマチョマ(焼肉)パーティー 

 

『ナイロビでの社会との交流』 

 

20 日 ナイロビへ移動 

21 日 日本政府系機関訪問 

22 日 日本大使館にてオープンシンポジウムを主催 

23 日 予定されていたキベラスラムに訪問できなくなったため、自由行動の日。 

24 日 日系企業訪問 

25 日   ウタリ－カレッジにて、文化交流会＆閉会式   

 

『本会議後』 

 

26 日 ナイロビ国立公園にてサファリ 

27 日 ケニアのエイズ患者支援団体「Tumaini Nyumbani」訪問 

28 日 列車にてモンバサへ移動 

29 日 フェアトレード施設「ボンボルル」訪問  

モンバサ市内散策 

30 日 ナイロビ出国 （9 月 2 日着）  
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参加者名簿 

 

☆日本側メンバー☆ 計 10 名 

＜名前＞       ＜役職＞           ＜所属＞                      ＜学年＞ 

冨永 昭太       委員長・関東代表       立教大学法学部国際比較・法学科          2 年 

小山 郷         副委員長・関西代表     大阪外国語大学アフリカ地域文化専攻       4年 

上山 巳歩里       企画局                大阪外国語大学アフリカ地域文化専攻       2年 

吉田 良子       企画局                大阪外国語大学アフリカ地域文化専攻       2 年 

腰田 裕子       学術局                大阪女学院大学国際・英語学部            3 年 

大山 淳子       広報局                大阪外国語大学アフリカ地域文化専攻      3 年 

橋本 芙美子       広報局                大阪外国語大学アフリカ地域文化専攻      3年 

三角 香織       総務局                立教大学法学部国際比較・法学科          3 年 

中井 照大郎       国際渉外              東京外国語大学インドネシア語専攻       1 年 

野々瀬 香織       会計                  東京外国語大学フランス語専攻          1 年 

  

☆ケニア側メンバー☆ 計 17 名 

Tom Ogol        実行委員長        エガトン大学         Egerton University 
                  Chairperson JKSC Kenya   
Winfred Njeri       副実行委員長         ナイロビ大学        University of Nairobi 
              Vice Chairperson JKSC Kenya 

Linda Chepng’eno                  ナイロビ大学        University of Nairobi 
Diphrose Matengo                       ナイロビ大学        University of Nairobi 
Martha Gakii                            ナイロビ大学        University of Nairobi 
Mercy Waithera                         ナイロビ大学        University of Nairobi 
Nemwel Machuki                   ナイロビ大学        University of Nairobi 
Dennis Omwange                       ナイロビ大学        University of Nairobi 
Mary Wairimu                          ケニヤッタ大学       University of Nairobi 
Catherine Ngatia                   エガトン大学         Egerton University 

Simon Muchiri                    エガトン大学         Egerton University 

Sammy Maina                          エガトン大学         Egerton University 

Immaculate Gori                        エガトン大学         Egerton University 

Olivia Njiri                            エガトン大学         Egerton University 

Sophie Ligondo                       エガトン大学         Egerton University 

Chris Ndirangu                         エガトン大学         Egerton University 

Moses Muthui                     エガトン大学              Egerton University 
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第 2 章 企画・訪問活動 

（日程順） 

◆開会式 

 

◆Njokerio 村訪問/ニャマチョマ・パーティー      ※ニャマチョマ＝「焼肉」の意味       

 

◆日本政府系機関訪問 

・ 日本大使館 

・ JICA 

・ JBIC 

・ JETRO 

 

◆日系企業訪問 

・  TOYOTA 

・ PANAFRICAN （KOMATSU の関連会社） 

 

◆オープンシンポジウム 

 

◆文化交流会&閉会式 

 

◆「Tumaini Nyumbani」訪問 

 

◆補足：オープンシンポジウム発表集 
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開会式 

 
２００６年８月１１日（金） 

於・駐ケニア日本国大使館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 期日本ケニア学生会議の本会議は、駐ケニア日本国大使館のご協力のもと、日本大使館のホ

ールを使用させていただいた。日本大使館は、ナイロビの中心街の高層ビルの 15 階にあったのだが、

2006 年 3 月 20 日に、ナイロビ郊外のアッパーヒルに移転した。 

日本ケニア学生会議は、1999 年に創設され、2000 年に第 1 回目の本会議をケニアで開催して以

降、5 度目となるケニア開催になるのだが、開会式を日本大使館で行うのは過去に例のない試みだった。

しかも、今回はケニア側メンバーがほとんどアレンジをした点でも、JKSC の大きな転換のきっかけとなっ

た。 

前日、ケニア側実行委員長の Tom、ナイロビ大の Winfreｄと Linda とともに大使館に行き、会場のセ

ッティングや、軽食の用意の話などを入念にして、集合時間も「日本時間で！」と何度も繰り返していた。 

にもかかわらず、あいにく大使館の移転をケニア側メンバーが知らなかったせいで、移転前の大使

館にケニア側メンバーが間違って行ったため、彼らの集まりは悪く、予定より 30 分ほど遅れて始まった。  

 

         会場には、町田信也氏（日本文化広報センター所長）、二木洋行氏（日本大使館の職員）、神戸俊

平氏（JKSC 現地責任者）、Abdulrazak 氏（ケニア側顧問）、ケニア側メンバー14 人、日本側メンバー5 人、

など 30 人が集まり、開会式後には、メンバーが用意したマンダジやサンブサを食べながら交流を楽しん

だ。 

 

 

 

 

  MC JKSC(JPN) 中井照大郎 

     JKSC(KNY) Njeri, Winfred 

開会宣言/式辞              

        JKSC KNY Tom Ogol 

JKSC JPN  冨永昭太 

来賓祝辞              

日本文化広報センター所長 

町田信也氏 

 

ケニア側顧問 
エガトン大学 Deputy Vice Chancellor(R&E) 

Abdulrazak 氏 

+++ 乾杯 +++ 
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Njokerio 村見学 / ニャマチョマ（焼肉）パーティー 

 

Njokerio 村見学 

２００６年８月１９日（土） 

於・Njokerio 村 

 

 

 

 

 

エガトン大学の近くの村を訪問し、足早だったが村の人達の生活を見学した。村では各家庭がそれ

ぞれ何か物を売って暮らしている。肉屋、八百屋、靴屋、穀類屋、生活用品屋、床屋、クリニックなど、生

活に必要な物は一通り揃う。売り方もそれぞれで、店構えがしっかりしている所もあれば、家の軒先に商

品（農作物や石炭など）を並べて売っている所もある。もちろん、道路は舗装されていなくて、隣接して

いるエガトン大学の施設とは明らかに差があった。子供達は辺りを走り回っていて、デジカメを貸すと興

味津々で近寄ってきた。「普通、村では子どもが家の仕事を手伝わないといけないため、毎日学校へ行

くことができない。義務教育が普及していると言っても、週 1 回しか学校へ行けない子と、毎日行ける子

とでは必然的に学力の差が生まれ、高校、大学に進学できる子の割合は都市部の方が圧倒的に多

い。」と、案内してくれたエガトン大学の学生が教えてくれた。 

ニャマチョマ（焼肉）パーティー 

 

２００６年８月１９日（土） 

於・エガトン大学植物園 

ケニア側 JKSC の顧問の Abdulrazak 氏のご好意で、エガトン大学の植物園内にてニャマチョマ（焼

肉）パーティーが行われた。残念なことに、見学させて頂く予定だった山羊の解体作業は見ることが出

来なかったが、焼きあがった山羊肉はウガリやチャパティ、カチュンバリと一緒に食べた。日本側メンバ

ーは最初山羊肉の見た目のリアルさに驚いたが、食べてみると美味しく、青空の下でニャマチョマを最

高に楽しんだ。食事が一段落すると、簡単なゲームやサッカーをしたり、JKSC の記念樹を植えたり、ゆ

ったりとした午後を過ごした。 
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日本政府系機関訪問 

 

２００６年８月２１日（月） 

於・ 独立行政法人 国際協力機構 

独立行政法人 国際協力銀行 

独立行政法人 日本貿易振興機構 

駐ケニア日本国大使館 

 
【目的】 
日本とアフリカの関係を発展させていくためには、政府・企業・ＮＧＯ・学生・市民といった様々なアクタ

ーが協力していくことが必要不可欠である。JKSC は、単なる学生間の交流とディスカッションに留まらず

に、活動の成果を社会に発信することを目指しており、社会の中でのＪＫＳＣの役割を果たしていくきっか

けづくりとして、第 7 期では、日本政府系４機関を訪問することを行った。この訪問は、ＪＫＳＣと社会との

協力関係を発展させていくために非常に大きな意義を果たした。 

 
【訪問先】 
駐ケニア日本国大使館 

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

JBIC：Japan Bank for International Cooperation （国際協力銀行） 

JETRO：JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION  （独立行政法人 日本貿易振興機構） 

 

【内容】 
日本とケニアの関係を学ぶ上で、このような政府系機関の果している役割は両国にとって重要な

ものであり、日本とケニアの現状や課題をより深く学ぶためにも、これらの機関訪問は大変学ぶ

ことが多く、有意義なものであった。 
 
駐ケニア日本大使館 

大村昌弘公使との対談を行った。ＪＫＳＣの活動の紹介をし、今後の日本大使館とＪＫＳＣとの協力の可

能性について多岐に渡って意見交換を行うことができた。 
 
JBIC 

主に日本からケニアへの円借款（有償資金協力4）における JBIC の活動がテーマだった。日本からケニ

アへの円借款給与総額は、1,786 億円（2006 年３月末まで）であり、インフラのプロジェクトが多い。灌漑

や橋、空港、発電所、水道、通信、保健、教育、農業など、様々なプロジェクト関わっていることが

わかった。ケニアの学生がこのような事業に対して、否定的な意見もあるのかもしれないと考え

                                                   
4 2006年 11月 8日、国会にて「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案」（新 JICA法）が可決された。
「2008年度には JICAと JBICの円借款部門が統合して新 JICAが発足し、技術協力、無償資金協力、有償資金協力の
3つを一元的に実施する援助機関となる。」（JICA理事長 緒方貞子 記者会見  
JICA HP http://www.jica.go.jp/greeting/02.html） 
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ていたが、思ったよりもずっと肯定的な意見が多く、質問も積極的な様子で、真剣であったのが

印象深かった。 
 
JETRO 

日本とケニアの貿易関係のお話を中心に、ケニアでの日系企業の進出、どういった形で JETRO が関

わっているか、というお話を伺った。 

始めに、簡単にクイズ形式で日本⇔ケニアでどういった品物が多く輸出入されているか、という質問が

あったが、ケニア→日本がなかなかわからず、意外な商品が上位にきていたことに、ケニアの学生を含

めて皆驚いていた様子であった。 

※ケニア→日本の輸出品（2005 年） （配布資料より） 

 １位---インスタントティー 2 位---Cut flower（切り花） 3 位---コーヒー  

 4 位---マカダミアナッツ  5 位---ブラックティー 6 位---冷凍フィッシュ・フィレット 

7 位---Preserved flower（ドライフラワーなど）、タバコ    

＊ 一方、日本からは業務用機械、乗用車が日本からケニアの輸出品全体の半分を占める 

 

そのほか、JETRO はケニアに進出を考えている日本企業への相談受付、情報発信や、図書館を設

けてケニアのビジネスマンを呼び込んだり、貿易イベントを起こしたりといった形で関わっている、といっ

たお話を伺った。企業へのサポートに限らず様々な形でケニアと日本の貿易の円滑化や促進を積極的

に進めている JETRO の活動を学ぶことができた。 

 

JICA 

ケニアで行うヘルスセクタープログラムの話を伺った。MDGｓ（ミレニアム開発目標）は、第 7 期の分科会

の中心議題であるが、MDGｓ達成に向けて、日本の援助機関はどのようなことをしているのだろうか。。

ＭＤＧｓの達成に向けてＪＩＣＡが果たしている役割は非常に多く、MDGｓを含めた JICA のケニアでの活

動について伺った。また、JICA ケニアでの活動を伺った後では、活発に質問がなされ日本だけなくケニ

アの学生にも知名度・期待が高いことがわかった。 

 

１．JICA とは？ 

JICA とは『Japan International Cooperation Agency』の略である。簡潔にいうと JICA は ODA の実施機

関であり、主に技術協力を担っている。 

２．JICA とミレニアム開発目標（MDGｓ）について 

JICA には MDGｓを達成するために日本の ODA を実施する責任がある。そこで、JICA はケニアにおい

てＭＤＧs を達成するために様々な計画を実行している。 

＊ 環境保全のための活動への援助 /  安全な水の供給 / ケニアの経済インフラの成長援助 / ナ

イロビにおける交通渋滞の緩和 / 人々の学習・研究能力の向上 / SMASSE(理数科教育強化計画)に

よるケニアにおける化学・数学教育の改善 / AICAD（アフリカ人造り拠点）による伝統的な牛乳の保存

方法の研究 / 許容範囲内で持続できる健康管理の促進 / ケニア医療研究所による B 型肝炎・エイ
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ズキットの発明 / 穀物生産を増加させるための農業の再活性化 / 輸出基準に達する作物栽培のた

めの訓練 / 日本海外協力ボランティア / ボランティア主体のモンバサにおける環境保全活動 / 若

者交換プログラム / 「上総掘り」という井戸掘り法の導入 / トレーニング・プログラム 

３．JICA への Q＆A 

・ プロジェクトの対象地区をどうやって選ぶのか？（Gori） 

― 大使館を通して日本政府が選ぶ。 

・ プロジェクトはどのくらいの期間か？（Sophie） 

― ５年間 

・ JICA の主な目的は？（Tom） 

― ODA がうまく機能するように実施する。 

・ JICA はどのように若者を支援できるのか？ 

― 青年招聘事業を行っている。 

・ USAID と JICA の違いは？ 

― プロジェクト支援か財政支援か。 

・ ２００４年の JICA 改革以後、現地への権限委譲ということが言われているが、実際どの程度現地に

権限が移ったのか？ 

― JICA ケニアの事務所でプロジェクトの採択ができる。 

・ 政府と政府間でどのようなプロジェクトを進めるかが決められるなら政府は政府のやりたいことだけ

をやるのでは？（Moses） 

― ケニア政府もいろいろと考えている。例えば最近では山羊やらくだが多く死んでいる砂漠地帯の援

助をして欲しいという要望がきているが、治安の悪い地域は支援が難しいのでこの砂漠のような場所は

支援が遅れがちになる。しかし、政府のエゴではないので安心して欲しい。 

・ 青年海外協力隊やシニアボランティアが二年間であることはもったいないのでは？（冨永） 

― これらは日本政府が行っているものではなく、ケニア政府が行っているものを日本がサポートする感

じである。日本人がいなくなったからそのプロジェクトがなくなるということにはならない。 

・ ボランティア、ODA に関心のある若者への受け口が少ないのでは？ 

― JICA の仕事は難民に食料を供給したりするのではなく、ある程度組織があるところに行ってサポー

トするものである。文化系としては日本語教師、青少年活動、HIV の予防啓発などがある。しかし、やは

り専門的な技術を持っているほうがよい。単純労働だけなら JICA ではなく NGO へ受け口を求めることも

可能である。 

・ JICA は医療研究所の研究能力向上のために協力していると聞いたが。（Maina） 

― JICA は以前、ケニア中央医学研究所に協力していた。また、ケニア中央医学研究所は長崎大学と

共同研究を行ったりもしている。 

・ どんなことをして草の根レベルの活動を増やしていくのか。（中井） 

― 現在の JICA の体制では草の根レベルの活動は難しい。また、ケニア北部は治安が悪く、活動する

ことが難しい。しかし、治安の悪いところにいかなくてもその土地のためにできることを行っている。例え

ば、ナイロビに来てもらって治療をするなど。 
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オープンシンポジウム 

 

２００６年８月２２日（火） 

於・日本大使館のホール 

協力・駐ケニア日本国大使館 

AICAD 

JICA ケニア事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ケニア学生会議の理念は、分科会において両国の知識と経験を持ち寄って議論し、その成

果を社会に発信することである。「社会に発信する」ということについて考えた結果、分科会での議論の

まとめを直接社会に発信できるシンポジウムを開催することにした。このシンポジウムは、JKSC として新

しい試みであり、社会に対しての発信度自体はそれほど高くなかったものの、「社会に発信する」きっか

けづくりとして大きな成功を収めた。シンポジウムの成功は、日本ケニア学生会議が社会への強い発信

力を持っていくための大きな前進であったと評価できる。 

 

 このシンポジウムにご協力いただいた方々に深くお礼申し上げます。中でも、日本大使館大村昌弘

公使には、日本ケニア学生会議への深い理解をいただいたことに誠に感謝申し上げます。 

 

駐ケニア日本国大使館 大村昌弘公使 

二木洋行様 

AICAD(African Institute for Capacity Development) （アフリカ人造り拠点） 

  Deputy Executive Director  Dr.Josphat K.Z.Mwatelaha 

独立行政法人 国際協力機構 ケニア事務所 

Senior Programme Officer（Health）   Dr.Wille Nyambati 

 
 

＜プログラム＞ 

10：30 開会の挨拶 

●第 1 部：基調講演 

11：00  AICAD   

11：20  JICA ケニア 

11：40 駐ケニア日本国大使館  

●第 2 部：ユースプレゼンテーション  

12：00「ミレニアム開発目標（ＭＤＧs）

における若者の役割」 

12：40 質疑応答 

13：00 閉会の挨拶、お礼の言葉 
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【第 2部ユースプレゼンテーション】  
「ミレニアム開発目標（MDGs）達成のための若者の役割」 

 

Ⅰ．「ミレニアム開発目標（MDGs）達成のための若者の役割-１」 （目標①～④を通じて） 

（日本ケニア学生会議ケニア側 Sophie Ligondo） 

  

日本ケニア学生会議が先週エガトン大学で、ミレニアム開発目標について議論してきたことをまとめます。

私たちは、「ミレニアム開発目標の達成における若者の役割」について議論をしてきました。‐「なぜ、若

者が大事なのか」「両国の学生は、何ができるのか？」 

 

１． 雇用と良い統治（グットガバナンス）（目標１．極度の貧困と飢餓の撲滅） 

若者は、新しいアイディアを学ばなければいけません。つまり、雇用を生み出すプロジェクトを考える

ということです。雇用によって、一日一ドル未満で生活する人を減らすことができます。 

 また、若者は、豊かな人々と貧しい人々の溝を埋めなくてはいけません。そのためには、若者が良い

統治（グッドガバナンス）を望むことが大事です。ケニアでは、若者の国会議員は極めて稀ですが、国会

議員における若者と年配の方の比率を半々にすべきです。これにより、政策や決定が適切に行われる

ようになるでしょう。 

 私たちは、大学の中の組織に関わることで、貧困の現状を知り、貧しい人を助けるために何ができるか

考えることで、貧困削減に貢献できます。 

 

2. 先生になること（目標 2:普遍的初等教育の達成） 

 初等教育はとても大事です。初等教育なしには、さらなる高等教育を受けることができません。ケニア

の政府は、すべてのケニアの子供に無償で初等教育を提供しています。若者は、先生になることで、貢

献することができます。特に、ケニアの北西部の地域では、教員の数が不足しています。若者がボラン

ティアで行って、教えることを手伝うことも可能です。 

 

3． 大学におけるジェンダー平等 （目標 3:ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上） 

 大学における男女の比率を同じにするべきです。大学に限らず、初等教育、高校においても同じこと

が言えます。トゥルカナの地域では、多くの女の子が大学に行かずに結婚します。FGM（女性性器切

除）5を避けるために、女性のエンパワーメントをする必要があります。FGM は、女の子が学校に行くのを

妨げます。 

 次に、政府は、国会議員における女性の数を増やすべきです。現在、ジェンダー大臣は男であるが、

このポストは女性であるべきです。 

                                                   
5 FGM（女性性器切除）FGMとは Female Genital Mutilation（女性性器切除）の頭文字を取った略語で、女性外性器
の一部あるいは全部の切除、時には切除してから外性器を縫合してしまう慣習のこと。アフリカを中心に様々な民族の

伝統的な通過儀礼として、2000年以上も続いていると言われている。  
引用：FGM廃絶を支援する女たちの会（waaf,Japan） http://www.jca.apc.org/~waaf/ 
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 エガトン大学には、ジェンダーや女性研究のためのセンターがあります。学生は積極的にこのセンタ

ーに関わっています。このセンターには、男性もいて、彼は、ジェンダー問題に積極的に関わっていま

す。 

4. 村の女性を教育する （目標 4:幼児死亡率の削減） 

To educate woman in village (goal4: Reduce child mortality) 

Nyambati さん（JICA ケニア）は、幼児死亡率が上がっていると言い、マラリアと HIV/AIDS についての

話をしていただきました。もし私たちが農村でキャンペーンを行えば、マラリア予防の啓発をすることがで

きます。若者は、マラリアに対抗するために村の女性たちに啓発活動を行うべきです。 

15 歳から 25 歳の女性がさかんに性交渉を強いられるようになり、望まれない妊娠をします。こうして、

流産が広がっています。若者は、流産を避けるために積極的に行動しなければいけません。 

エイズの母子感染についても議論をしました。エイズの母子感染は、母と子が同じ血を共有しないこと

で防げます。さらに、ARV（抗レトロウイルス薬）を妊婦に配布するべきです。 

政府は、ケニアの孤児院を支援するために若者を支援するべきです。こうすれば、孤児は、食べ物な

どのものを手に入れられます。 

私たちは、家族計画をするべきです。農村地域において、一日1ドル以下で生活している家族がいま

す。普通、このような状態を貧困と呼びます。こうした家族は、豊かになる唯一の方法は、子供を産むこ

とと思っています。しかし、私はこの方法が正しいと思いませんが、農村の女性は、わかっていません。

若者は、農村に行って、家族計画について啓発するべきです。 

(訳:小山 郷) 

 

Ⅱ.「ミレニアム開発目標（MDGs）達成のための若者の役割-2」  （目標⑤～⑧を通じて） 

（日本ケニア学生会議日本側  小山 郷） 

 

日本ケニア学生会議は、8 月 14 日-17 日の間、エガトン大学にてＭＤＧｓに関する分科会を行いまし

た。この発表では、ＭＤＧｓの 5-8 のうち、特に、ＨＩＶ/AIDS(目標 6)、環境（目標７）、グローバル・パート

ナーシップ（目標 8）に焦点を当てました。学術的な情報は、大村公使、ＪＩＣＡケニア、ＡＩＣＡＤから伺え

るとして、この発表では、エガトン大学で行ったディスカッションを基に、ＭＤＧｓ達成のための若者の役

割についてまとめます。 

1. セーフティー・セックスをする 

（目標 6:HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止） 

若者のＨＩＶ患者の数が増えています。私たちは、セーフティー・セックスをすることでエイズを予防

することができます。エイズ予防に関して、「ＡＢＣ政策」－A-Abstain（貞操）,B-Be faithful with one 

partner（信頼できるパートナー）,C-use condom（コンドーム使用）－が有名です。私たちは、ＡとＣ（つ

まり、貞操かコンドーム使用か）のどちらがエイズ予防に対してより効果的かなどの議論を行いました。 

 

2. 清掃活動を行う （目標 7:環境の持続可能性の確保） 

ケニアの国土の 8 割は、森林のない乾燥地半乾燥地です。ケニアでは、ワンガリ・マータイ氏の環
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境保護活動が有名なので、森林保護について多言を費やす必要はないでしょう。私たちにできる身

近なこととして、キベラスラムにて、清掃活動をすることを計画しています6。 

 

3. 日本ケニア学生会議を持続させる  

（目標 8:開発のためのグローバル・パートナーシップの推進） 

ＪＫＳＣは、グローバル・パートナーシップづくりの一つの活動です。日本とアフリカのグローバル・パ

ートナーシップづくりに貢献するためにも、ＪＫＳＣが今後とも、持続的に発展することが望まれます。 

 

4. 政府、ＮＧＯ、大学、企業、市民との協力 

（目標 8:開発のためのグローバル・パートナーシップの推進） 

私たちユースは、権力がなければ経済力もありません。しかし、私たちは、協力することによってより

世界のために行動することを知っています。私たちは、政府、大学、企業、そして市民と協力して、政

策提言をしたり、アフリカの理解を促進したりすることができます。 

 

■ 日本政府に対する提言 ■ 

 日本政府に対して、日本アフリカ間の政府奨学金による交換留学の数を増やすことを求めます。日

本人の中には、「なぜ、日本がアフリカを支援するのか。なぜ、アフリカと協力するのか」と疑問に思う

意見がありますが、これは日本とアフリカの交流の少なさによる、日本市民のアフリカの理解が乏しい

ことに起因します。 

 交換留学を通じて、私たちは、直接交流によってユースの成長と日本とアフリカの相互理解を促進

することができます。アフリカから日本来る留学生の数は 957 人（2005）で、これは世界全体の 0.8%に

しか満たないです。7一方、アジアからは、113,644 人もの留学生を, 受けいれ、割合として 93.3%.にも

なります。 

 グレンイーグルスサミットにおいて、小泉首相は、アフリカ向けＯＤＡの 5 年間で倍増を表明しました。

この公約に従って、5 年以内に日本とアフリカの交換留学生を 5 年以内に倍増するように求めます。 

参考資料：外務省経済協力局.2005.「開発教育ハンドブックミレニアム開発目標（MDGｓ）」/国連開発

計画東京事務.「ミ レニアム開発目標日本語パンフレット」/国連開発計画東京事務所― 

http://www.undp.or.jp/aboutundp/mdg/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 オープンシンポジウムで話をした時は、計画したいたのだが、都合により急遽キャンセル。 
7 分科会「グルーバル・パートナーシップ」（小山）の発表を参照 
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分科会の骨子報告 「貧困と飢餓について」 

（日本ケニア学生会議ケニア側  Moses Muthui） 

 

貧困 

・1998 年より貧困層が増加してきている。 

 

ミレニアム開発目標（MDGs） 

・MDGs はケニアを支援すると約束した。 

 

ケニアについて 

・人口の 50%－1 日 1 ドル未満の生活 

・人口の 80%－農業で生計 

 しかし国土の 80%は乾燥帯。 

・たったの人口の 10%が国の財産を支配。 

 このことが貧困と富の差を生む。 

 

エイズ（AIDS） 

・AIDS は貧困と関係する。 

・十分でない保健衛生は貧困に関連する。 

 

管理政府 

・GDP の 2.5%は地域開発に充てられている。 

・管理経費を得るために十分な税を集める。 

 

課題 

・｢再分配（Re distribution）｣はケニアの大きな課

題だ。 

・WFP（World Food Program）は世界にはすべて

の人にとって十分な量の食べ物が 

あると述べている。 

しかしケニアの人々の生活は貧困状態にある。 

 

基本的ニーズ 

・食べ物が不足したりや飢餓状態にあると、人々

は開発、教育、インフラについて考えられない。 

・基本的ニーズは水、食べ物、教育である。 

 

自然資源 

・政府は自然資源の分配に向けて何か対策をし

なければならない。 

・モラの人々は薪に頼る生活をしている。 

 

国際支援と国内援助 

・JBIC－教育、輸送、通信プロジェクト 

・JICA– 持続的開発と教育プロジェクト 

 

武士道魂 

・日本の経済成長は武士道魂によりもたらされ

た。 

・武士道魂は、名声、忠実さ、愛国心、質素、節

約などを兼ね備えている。 

・この精神がケニアに欠けている。 

これがケニアへの課題である。 

 

幸福 

・幸福という状態はお金ではなく、心・気持ち次

第で作られるものである。しかし、幸せを感じて

日々暮らしていくにはお金が必要である。 

 

 

（訳：大山淳子） 

 

※基調講演の発表は、巻末の「オープシンポポジウ

ム発表集」をご参照ください。 
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日系企業訪問 

 

２００６年８月２４日（木） 

於・ TOYOTA EAST AFRICA Ltd. 

PANAFRICAN Ltd. 

  

日本は工業生産国で、特に車の生産においては日本製の車が世界に大きく浸透し、「TOYOTA」の

この文字が日本のシンボルかのように見えるくらいだ。ケニア・ナイロビにある TOYOTA EastAfrica Ltd.

の訪問で、私たち日本側メンバーは自国の車の開発技術に誇りを感じることができた。多くのケニア側メ

ンバーが TOYOTAの技術や、車の新機能の開発などに興味を示していた。またケニアにおける日本車

の意義や TOYOTA に課せられたこれからの日本とケニアのよりよい関係作りの義務など、学生の視野

を越えたビジネスの話を聞くことができた。そして、TOYOTA が誇る「環境に優しく」をテーマにした車

「Prius」の試乗もさせて頂くことができた。騒音がなく、廃棄ガスも出なく、地球全体の利益を考慮した

TOYOTA の技術を生で実感することができた。 

トラクター会社 KOMATSU の関連会社である「PANAFRICAN」では、日本企業が農業国であるケニア

にどれだけ貢献しているかを実感することができた。国民の 80%以上が農業者であるケニアでは、農業

器具はとても重要な役割を果たしているように思う。普段農業には関わる機会が少ないため、トラクター

の新機能やよりよい農業を求めて何が求められているのかなどとても興味深い話を聞くことができた。ま

た、この PANAFRICAN にはケニア側メンバーの父親が勤務していることから、JKSC の活動に理解を頂

き、私たちの訪問を快く歓迎して下さった。 

これらの日本を代表する日系企業の訪問により、JKSC が今後学生として社会にどのように貢献して

いけるかを考えさせられ、また新しい視野が広がったように思える。 
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文化交流会＆閉会式 

 

２００６年８月２５日（金） 

於・ ウタリーカレッジ・ホール 

協力・駐ケニア日本国大使館 

    ウタリーカレッジ 

 

 

文化交流会は、JKSC の両国のメンバー

が両国の文化を紹介しあう企画である。ウ

タリーカレッジの日本語コースの学生を中

心に一般のケニアの方を招待したり、在ケ

ニアの日本人など 60 人ほどが参加し、ケ

ニアのみならず東アフリカにて誰もが知っ

ている名曲『マライカ』（スワヒリ語にて「天

使」の意味）を JKSC 両メンバーが歌いなが

ら来場者を交えてダンスをしたり、日本側メ

ンバーが独自に翻訳したスワヒリ語版の

『翼をください』を歌うなど、大変盛り上がっ

た。 

文化を通じた市民レベルでの直接交流

は、大変に重要な活動であり、今後も

JKSC の活動の中心として行っていきた

い。 

 

ワークショップの内容 

① Food コーナー 

日本側:巻き寿司、やきとり、おにぎり、ミートボール、ポテトサラダ、卵焼き、コロッケ、緑茶、梅干し 

ケニア側:ウジ、スクマ、キデリ、オメナ、ムオゴ、色つきジュース、ムヒモ 

＊ 担当者の感想＊ 

コロッケが一番人気で、巻き寿司はあまり人気がなかった。やはりこってりしているもののほうが人気らし

い。少し残念だったのは、一人で何でもたくさんとっていこうとする人がいたことだ。なんだか文化の違い

を感じた。しかし、全体としてはお客さんにも満足してもらえたし、自分たちも満足できるセレモニーだっ

たと思う。楽しかったのですぐに時間が過ぎてしまった。 

 

② 展示コーナー 

本、ポストカード、漫画、T シャツ（どれも日本に関するもの）、ふろしき、うちわ、センス、スポンジ 

＊ 担当者の感想＊ 

＜プログラム＞ 

＊閉会式の部＊ 

MC    JKSC(JPN) 三角香織、JKSC(KNY) Njeri, Winfred 

開会宣言/式辞              

         JKSC KNY Tom Ogol、JKSC JPN  冨永昭太 

『マライカ』斉唱&ダンス （JKSC 両メンバー） 

来賓祝辞              

日本大使館国連班                      清野達男氏 

＊文化交流会の部＊ 

Japanese Video 上映 （提供：日本大使館） 

空手の演舞           （ウタリーカレッジ学生 Ingwe） 

Kimono Fashion Show & スワヒリ語版『翼をください』斉唱 

（JKSC JPN） 

Kenyan Fashion Show              （JKSC KNY） 

日本ケニア文化化交流 ワークショップ 
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日本についての知識を持っている人もいてそれぞれのものに 

ついて説明しがいがあった。日本に興味のある人が多く、熱意が感じられた。Japanese video でふろしき

が紹介されたので実際にふろしきをみることができて喜んでいる人もいた。 

 

③ 遊びコーナー 

ゆかた、習字、おりがみ、けん玉、ハーモニカ 

＊ 担当者の感想＊ 

多くの人が興味を持ってくれてよかった。自分が相手の名前を書くだけでなく、ケニアの人たちも習字を

書いて体験してくれてよかった。カタカナ、平仮名よりも漢字に興味のある人が多かった。折り紙は折る

のに時間がかかるのにもかかわらず、熱心に折り方を聞いてくれる人がいて嬉しかった。けん玉は興味

を持ってやり方を聞いてくれる人はいたけど、初めてする人には難しすぎたらしい。 
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TUMAINI NYUMBANI 訪問 

２００６年８月 27 日（日） 

於・①孤児院、タンク、トイレの建設現場 ルアイにて 

②メンバーたちの集会所 イシリにて  

 

TUMAINI NYUMBANI とは？ 

TUMAIMI NYUMBANI とは、スワヒリ語で｢希望を我が家に」という意味。大阪外国語大学の学生がケニアに

いる HIV 感染者、AIDS 患者、孤児たちを支援し、そしてサイザルバック作りを通して、彼らの精神ケアと、経済

的な自立を目的に結成された団体である。主な活動は、イベント開催（報告会や予防啓発講演）、年2回のワー

クキャンプ（孤児院建設、ケニア人メンバーとの交流など）、週 2 回のミーティングである。 

 

訪問内容 

①孤児院、タンク、トイレの建設現場 

現在、９人のエイズ孤児のために孤児院を建設中で、孤児院の前には共同のトイレやシャワー室、水を貯蔵

するためのタンクも建設中である。（現在、タンクは完成。）学校も徒歩圏内にあり、とても見晴らしのいいところ

だ。私たちはほぼ完成に近づいている孤児院の中を見せてもらい、そしてタンクの壁の乾燥防止のための水撒

きを手伝った。 

②メンバー達の集会所 

建設現場を訪問した後、メンバーの集会所を訪問した。そこはミーティングを開いたり、サイザルバックを作っ

たり、抱えている悩みを共有し合ったりなど、メンバーにとっては重要な場所である。メンバーの中には AIDS を

発症している人たちもいたのだが、みんな明るく、顔が生き生きとしていて、私たちを快く迎えてくれた。 

 

③感想 

メンバーは、みんな口をそろえて「TUMAINI に救われた」と話していた。TUMAINI に入ったことによって、病

気の悩みを分かち合うことができるし、勇気づけられる、サイザルバックを作っているときは苦しみを忘れられる、

入る前に比べて元気が出て若いときの思いが蘇ってきたなどの声があり、彼らにとって本当に心の支えになっ

ているのだと感じた。そしてメンバーの皆さんに TUMAINI NYUMBANI のもともとの意味である、「それぞれの持

つ希望」について聞いてみたところ、「孤児たちが教育を受けて仕事に就くこと、TUMAINI をみんなに知っても

らいたい、元気になりたい、医者になりたい、自分の力で生計を立てたい、孤児になった子供たちの手助けがし

たい」などとても前向きで明るい答えが返ってきた。 

 この訪問を通して、TUMAINI は彼らにとってとても大きな存在で家族のようなものであり、この存在がとても励

みになっていることが身にしみて感じられた。メンバーのためにも、まだ TUMAINI を知らない他の AIDS 患者の

ためにも、TUMAINI の存在がもっと広く知られるようになり、この団体がさらに活発になればと思う。     
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第 3 章 分科会 

 

「ミレニアム開発目標における若者の役割」 

◆ MDGs についてプレディスカッション （8 月 14 日） 

（Ｔｏｍ Ｏｇｏｌ） 

 

◆ 目標１ 極度の貧困と飢餓の撲滅 （8 月 15 日） 

（Moses Muthui） 

 

◆ 目標 3 ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 （8 月 15 日） 

（吉田良子、Winfreｄ Njeri）  

 

◆ 目標 6 HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止 （8 月 16 日） 

（冨永昭太、腰田裕子、大山淳子、橋本芙美子、Samuel Maina）  

 

◆ 目標 7 環境の持続可能性の確保 （8 月 16 日） 

（三角香織、上山巳歩里、Sophie Ligondo） 

 

◆ 目標 8 開発のためのグローバル･パートナーシップの推進 （8 月 17 日）   

（小山郷、Simon Muchiri、Immaculate Gori、Olivia Njiri） 

 

「日本の今と昔、そしてケニアの将来」 （8 月 17 日）  

（中井照大郎） 

 

※ トピックごとに、グループメンバー、各発表、質疑応答、参考文献・参考 URL の順に掲載 

※ MDGｓに関する情報は、 

国連開発計画東京事務所 http://www.undp.or.jp/ をご参照ください。 
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MDGs 目標 1   

極度の貧困と飢餓の撲滅 

 
A.グループメンバー                                                    

エガトン大学 Moses Muthui 

 

B.プレゼンテーション                                                   

第 2 章 企画・訪問活動の「オープンシンポジウム」のページに掲載 

 
C.質疑応答                                                   

１）ＭＤＧｓの目標１における若者の役割は何だと思うか（小山） 

A. 若者の雇用 

500,000 人の若者が毎年、職を求めているが、政府はたった 80,000 人にしか職を提供できていない。若

者は、職をみつける必要がある。（Moses) 

A. 政治システム（Moses) 

若者は、政治システムに訴えなければいけない。「汚職反対」「良い決断を！」と言うべきだ。若者は、政

治システムに関わるべきだ。若者（18 歳以上）は、議会に立候補することができ政治に関わることが で

きる。（しかし、実際は、選挙には多くの費用がかかる。）政府は、若者に 10 億ケニアシリングを使用 し

ている。しかし、若者はもっと必要としている。 

 

２）ケニアの税金はあまりに高すぎて支払えない。この税金についてどう思うか。（吉田） 

A. ケニアの税金は 16％の消費税（V.A.T;Value Added Tax）、所得税、関税などである。例えば、スペインで

は、高額の税金のために、人々は無料で学校に行くことができ、薬が無料で手に入り、無料で病院に行く

ことができる。ケニアは、実際、税金が高い。政府は、基本的なニーズにお金を使うべきだ。 

A. 新卒の労働者の税率は低くすべきだ。(Winfreｄ) 

A. ケニアは、「より所得の多い人がより多くの税金を支払う」制度（累進課税制度）を導入すべきだ。(Maina) 

 

３）貧しい人はどうやって豊かになることができるのか。（中井） 

A. 政府が、貧しい人の対策をすべきだ。（Moses) 

 

４）もし十分な食糧、資源、水があれば、私たちはどのように貧しい人に配分するのか。(Linda) 

A. 農村の人々は、創意工夫のある仕事をすべきだ。農村に帰り、「私たちの村のために何をすべきなのか」
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考える必要がある。（Moses) 

 

５）ＧＤＰとＧＮＰの違いは何か。(Maina) 

A. ＧＤＰ：国内総生産 ＧＮＰ：国民総生産（Moses) 

 

６）HIV/AIDS を防ぐために私たちは何ができるのか。(Olibia) 

A. 私たちは、セーフティー・セックスをすることができる。HIV/AIDS 予防のためにコンドームを配布するべき

だ。(Winfreｄ) 

 

７）世界銀行と世界食糧計画の関係は何か。(Sophie) 

A. 世界銀行は、銀行だ。つまり、私はお金を借りたら返さないといけない。世界食糧計画は、援助プログラ

ムだ。返還する必要がない。（Moses) 

 

８）グローバリゼーションについてどう思うか。（野々瀬） 

A. 私たちは、ＴＯＹＯＴＡのような他国籍企業を持つべきだ。（Moses)
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MDGs 目標 3  

ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 

A.グループメンバー                                                    

大阪外国語大学 2 年 吉田良子 

ナイロビ大学 Winfreｄ Njeri  

 

B.プレゼンテーション                                                   

＜テーマ＞「『MDGs 目標 3 男女平等と女性のエンパワーメントを図る』を考える～日本の現状とよりよい対策

について」                                             （吉田良子) 

１，はじめに 

男女平等は一つの人権であり、MDGｓ（ミレニアム開発目標）でも中心に据えられている。男女平等は飢餓、

貧困、病気を克服するための前提条件である。それはすなわち、あらゆる教育レベルとあらゆる職業分野での

平等、資源に対する平等な管理権、社会と政治における平等な代表を意味する。女性が社会とグローバル経

済に全面的に参加するためには、小学校やそれ以降の教育で男女平等を達成しなければならない。しかし、

女子が教育から取り残されている国々があまりにも多い。 

一方、教育の男女平等が確立されつつある先進国、日本では女性が社会とグローバル経済に全面的に参

加できていると言えるだろうか。高学歴であることが、女性のエンパワーメントに直接つながるというわけではな

いのではなかろうか。 

 

２，２００５年度 MDGｓ報告と日本のODA 

“Promote gender equality & empower women”「男女平等と女性のエンパワーメントを図る」 

～2005 ミレニアム開発目標報告より 

・・・1990/91年から2001/02年で、開発途上国では、小学校就学に関する男女格差は徐々にだが縮小。これは

古くから続く男女不平等解消への第一歩。ほとんどの開発途上地域では、女性の就業率が男性より低く、しか

も、不安定で低賃金の職業に追いやられることが多い。進展は見られるものの、政府最高レベルでの女性の存

在は薄く、全世界の国会議員のわずか16％にとどまる。 

 

『ジェンダー平等推進と女性の地位向上（目標 ３）』 

～ODA 白書 2005 年版より 

・・・1995 年に「「途上国の女性支援（WID：Women in Development）イニシアティブ」を発表して以降、女性の教

育、健康、経済社会活動への参加という３分野を中心に支援を行うとともに、女性の開発プロセスへの統合に

努めてきた。1996 年から 2003 年までの８年間で、累計約 72 億ドル（約 8,000 億円）がこの分野に関連する支

援に充てられている。2003 年に改定された ODA 大綱においても、男女共同参画の視点と女性の地位向上を
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ODA の基本方針として明記している。さらに 2005 年３月には、ジェンダーの視点を ODA のあらゆる段階・分野

に盛り込むとともに、開発途上国のジェンダー平等と女性の地位向上に向けた取組への支援を強化するため

に、「WID イニシアティブ」を改定して「ジェンダーと開発（GAD：Gender and Development）イニシアティブ」（詳

細は第２部第１章第１節）を新たに策定した。 

 

３，日本の現状 

戦後 50 数年の歴史の中で日本は目覚しい復興を遂げ、国際社会の中で現在の地位と繁栄を築いてきた。

しかし、女性の地位については、悪名高い日本、である。日本は、国連開発計画（UNDP）の「人間開発報告

書」のまとめている、女性の活躍度を示すジェンダー・エンパワーメント・指数（gender empowerment 

measure=GEM）の 2000 年版では 174 ヶ国中、41 位である。また、世界経済フォーラムの「国際競争力報告書

2001～2002 年」では女性の経済活動状況が 75 ヶ国中 69 位で、途上国にも遅れをとっている。 

そして、最近の傾向として、こんな具体例を挙げることが出来る。 

 

『強まる専業主婦願望』 

～「女子大生中心に強まる専業主婦願望」日本経済新聞（夕刊）2005 年 5 月 10 日より 

「データから読み取れるのは、高まるキャリア志向の一方で、専業主婦志向も台頭しているという二極化だ。

家族社会学が専門の山田昌弘東京学芸大教授は「ここ五、六年で従来、キャリアを目指す女子学生が多かっ

た大学でも専業主婦願望が強まり始めた」とみている。」（中略）「労働時間が長くなりバリバリ仕事をするのは大

変なうえ報われない、というイメージが強まっているのが一因」と山田教授は考える。」 

 

このことから言えるのは、高学歴といえる大学を出ることが、社会に出て活躍するということに直結していない、

ということである。それは、女性は結婚をすれば、家事、育児、そして介護をしなければならない、という慣習が

今だ、あるからである。そういった女性の負担を軽減する（例えば、育児休暇が取りやすい、育児手当が出るな

ど）対策が執られている欧米でさえ、まだまだ完全に男女平等とは言えないのである。このことは、地域別の女

性の就業率が示している。 

 

４，対策、まとめ 

このように、先進国がこれまで進めてきた『男女平等、女性のエンパワーメント』の対策は必ずしも正しいとは

言えないのである。つまり、単純に教育の男女平等が、その社会の男女平等につながるわけではないのである。

もちろん、女子の就学率が男子のそれに追いつくことは、必要だ。しかし、それだけでは完全な平等社会は生

まれない。あらゆる面で、女性も男性も同じように活躍できるような社会を実現させるためには、まず、人々の意

識を変えていかなければならない。意識というのは、本人の意思の他に、その人が生まれて、育った環境に大

きく影響を受けると思う。そういった点で、教育は、人々の意識を変えていくのに有効な手段である。しかし、そ

こで一番大事だと思うのは、その教育内容が、その地域ごとの文化や慣習を配慮し、それぞれに適した形であ

るかどうか、ということである。例えば、いくつかのアフリカ・アラブ地域には FGM（女子性器切除）の習慣がある。

日本は昔から男尊女卑の風習がある。欧米、ラテンアメリカ、アジアの国々、世界全国それぞれに違う文化、慣

習がある。これら、地域の違いを考慮せずに、一斉に欧米式の教育を普及させても、ほとんど意味がない。つ
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まり、その地域ごとに合った、教育方法を考えていくことが必要なのである。そして、その教育内容に具体的に

盛り込むべきことは、低学年から、社会に出ること（例えば、職業体験など）を身近に感じ、具体的な自分の将

来のビジョンを持たせるような内容であると思う。人は誰しも、憧れや希望を持っていれば、「自分もそうなりた

い。」と思うものである。もちろん、それがかなう社会があるのが、前提ではあるが、この『MDGｓ 目標３ 男女平

等と女性のエンパワーメントを図る』のよりよい対策を考えるにあたって、教育の内容の多様化、改善は欠かす

ことができないと、私は思うのである。そして、これは開発途上国だけの問題ではなく、私達日本人も同じように

考えていかなければならない重要な問題である、と言えるだろう。 

 

C.質疑応答                                                  

１）このディスカッションは、男性への差別だ。(Moseｓ) 

 

２）男性と女性がどのようにして協調していけると思うか。（小山） 

A. 男性と女性は、平等に働きべきだ。平等の意味は、男性と女性の間の機会が均等であるという意味だ。

（Winfred） 

 

３）日本において、女性のエンパワメントのために政府が特別な対策をとっているのか。(Simon) 

A. 政治において、女性のために特別な議席はない。 (吉田) 

 

４）日本において、アフリカから来る女子留学生は男性に較べて少ない。このことをどう思うか。（野々瀬） 

A. 日本は、アフリカからの留学生に関しては、科学技術を専攻する学生を受けいれている。男性の方が女

性よりも科学技術を好む傾向があるからだ。（吉田） 

 

５）平等（‘equality’）と公平（’equity’）の違いは何か。(Maina)  

A. 平等（‘equality’）は、「権利、地位、特権などが等しいこと」である。公平（’equity’）は、「大きさ、質、量が

同じであること」である。(Winfred) 

 

６）日本には、女性で重役につく人は少ない。女性の首相は未だに誕生したことがない。このことについてどう

思うか。（吉田） 

A. ケニアも、他のアフリカ諸国と比較して、女性大統領や女性の重役は多くない。女性がもっと政策提言し

ていくべくだ。(Winfred) 

 

７）男性と女性は、肩から上は同じである（＝思考能力が同じ）。ただ、肩より下が違う（体型、体力）（Sophie） 

 

Ｄ．まとめ                                                 

このトピックについては発表者が日本側一人、ケニア側が一人だった為、お互いの国のジェンダー事情の共

有、という形になった。ディスカッションの内容が、ケニアの学生同士の「男 vs 女」のようになったので、「ＭＤＧｓ

を達成するためにはどうしたらいいか？」という本来の主旨とは少し離れてしまった。ケニア側のプレゼンでは、
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ケニアのジェンダー事情は日本では考えられないようなものが多く挙げられた。例えば、ケニアでは初等教育が

ある程度普及されている。しかし、女子は男子より、家事手伝いを多くしなくてはならないし、生理になっても、ナ

プキンの値段が高いので 1 週間程、学校を休んで家で寝ていなくてはならないケースが多くある。また、女子は

結婚の時に婚資をもらう為、両親が進学を望まないことが多い。これらの理由により、女子の進学率が男子より

低い。また、ケニアは農業に従事している人が全人口の８０～８５％を占める。それらの家庭では、男性主権で、

いくら母や娘が実際の仕事をしていても、土地やお金の所有権は全て男性が持っている。また、女性の国会議

員は全体の８％に満たない上に、その女性議員のほとんどが、裕福な人を夫としているか、家族や親戚が裕福

である。 

日本側のプレゼンは日本のＭＤＧｓについての取り組みに焦点を当てたので、日本の中での男女平等に関

する取り組みなどは網羅できていなかったのが反省点である。 

「ジェンダー」は途上国、先進国に関わらず、一貫した政策や考え方がまだ定まっていない。よって、これから

の社会で扱うべき重要なトピックと言えよう。今後も分科会で継続的に議論されることが望まれる。 

 

Ｅ．参考 URL                                                 

『ミレニアム開発目標報告』 

 http://www.unic.or.jp/pdf/MDG_Report_2005.pdf 

『ODA 白書 2005 年版』 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/05_hakusho/index.htm 

『NIKKEI NET』 

 http://smartwoman.nikkei.co.jp/index.cfm 

『JKSK NPO 法人女子教育奨励会』  

 http://www.jksk.jp/j/index.htm 
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MDGs 目標 6 

HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止 

A.グループメンバー                                                
立教大学 2 年 冨永昭太    

大阪外国語大学 3 年 大山淳子 

大阪外国語大学 3 年 橋本芙美子 

東京外国語大学 1 年 野々瀬香織 

大阪女学院大学 3 年 腰田裕子 

エガトン大学 Samuel Maina  

 

B.プレゼンテーション                                                           

＜タイトル＞「ミレニアム開発目標(ＭＤＧs)<ターゲット７>達成に向けて‐諸国の成功例を踏まえてケ
ニアではどうするべきか‐」                                          (冨永昭太)                                      

０．はじめに 

 今回の第７期日本ケニア学生会議分科会においてミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: 

MDGs)が大きなテーマである。そこで私たちエイズ班は、全８の目標、そして１８のターゲットからなる MDGｓの

中から保険・医療に関する「目標６：HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止、ターゲット７：HIV/エイズ

の蔓延を 2015 年までに阻止し、その後減少させる」に基づいて考えていきたいと思う。そこで、私は今回ケニア

に渡航するということで、全世界において HIV/エイズの侵食がもっとも深刻であるサハラ以南アフリカに焦点を

あてて、アフリカにおけるエイズ対策に比較的成功を収めたというウガンダを成功例としてケニアのエイズ対策

について考えていきたいと思う。 

 

１．世界、アフリカ、日本の HIV/AIDS 流行状況 

 ●各国のエイズ対策に触れる前に、まずは現在(2005 年)の世界の HIV/AIDS の流行状況について概観した

いと思う。サハラ以南アフリカの HIV/AIDS について考える際に、世界各国と比較してどれだけサハラ以南アフ

リカの状況が深刻であるかを認識するために、世界の状況についても知る必要がある。 

<世界の HIV/AIDS 流行状況> 

HIV 感染者数        合計            4,030 万人 

(2005 年末現在)       成人            3,800 万人 

              女性            1,750 万人 

              子供(15 歳未満)        230 万人 

2005 年における       合計            490 万人 

新規 HIV 感染者数      成人            420 万人 

              子供(15 歳未満)        70 万人 
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2005 年における       合計            310 万人 

AIDS による死亡者数     成人            260 万人 

               子供(15 歳未満)       57 万人 

 

●次に「サハラ以南アフリカにおける HIV/AIDS に関する推計値・特徴、2003 年末現在および 2005 年末現在」

のデータについて示したいと思う。 

サハラ以南アフリカにおける HIV/AIDS に関する推計値・特徴、2003 年末現在および 2005 年末現在 

HIV 感染者数  女性の  新規 HIV 感染者 成人 HIV 陽 AIDS による死亡者

数 

(成人・子供)  感染者数  数(成人・子供)  性率(%)    (成人・子供) 

2005 年       2,580 万   1,350 万    320 万    7,2       240 万 

2003 年       2,490 万   1,310 万    300 万    7,3        210 万 

 

 サハラ以南のアフリカの人口は世界の総人口の 10％あまりである。それにもかかわらず、世界の HIV 感染者

の 60％以上、2,580 万人がこの地域に集中している。2005 年、同地域では確定 320 万人が新たに HIV に感染

し、240 万人の成人と子供がエイズによって命を落とした。15 歳から 24 歳の若者では、女性の 4,6％、男性の

1,7％が HIV に感染している。 

  

●最後に日本の HIV/感染者とエイズ患者の報告数について示したいと思う。 

2005 年において HIV 感染者とエイズ患者の報告は、1199 件と昨年より 34 件増加し、昨年に続いて 1000 件

を超えた。 

HIV 感染者の報告数だが、1996 年以降増加が続き、2005 年は日本国籍、外国国籍合わせて 832 件と前年

に比べて 52 件の増加で、引き続き過去最高の報告数となった。日本国籍例は 741 件、外国国籍例は 91 件で

あった。特に日本国籍男性の増加が顕著で、本年の報告数は前年(636 件)を上回り過去最高の 709件となった。

日本国籍女性は 32 件と前年(44 件)より減少し、外国国籍例も男女共に微減した。 

続いて AIDS 患者の報告数だが、2005 年は日本国籍、外国国籍合わせて 367 件で前年(385 件)より 18 件減

少した。日本国籍例 302 件、外国国籍例 65 件でそれぞれ前年の 309 件、76 件より減少した。日本国籍男性例

は 291 件と前年(290 件)とほぼ同数で、AIDS 患者報告例の減少は日本国籍女性、外国国籍男性・女性に見ら

れた。 

 

２.ウガンダ(アフリカにおけるエイズ対策の成功例) 

  皆さんも既に周知の通り、ウガンダのエイズ対策は深刻な合図状況が拡がるアフリカにおいての希少な成功

例言われている。ではなぜ、サハラ以南アフリカの多くの国がエイズ対策に頭を悩ませているという状況に対し

て、ウガンダはエイズ対策の成功を収めることができたのか。一般的には成功を収めたと言われるが、必ずしも

全ての人の見解が一致しているとはいえないのでそこはご了承いただきたい。私は全ての人の見解がどうであ

れ、ウガンダのエイズに関する取り組みを評価したい。その理由については以下に述べる。 
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●歴史的背景 

1986 年に就任したムセベニ大統領が、エイズ対策を愛国者の責務と明言し、緊急対策として取り組み始めた。

同年に、WHO 総会に出席したルグンダ厚生大臣は、国際社会に対してウガンダ国内のエイズの深刻な状況を

訴え、国際社会への協力を求めると共に国家としてのコミットメントを内外に宣言した。輸血関連の感染問題や

医療従事者の安全確保に対応するエイズ国家制圧プログラムを実施していたが、1987 年より保健医療以外の

分野を包括的に含む多角的なマルチ・セクター・アプローチが検討され 1992 年にマルチ・セクター・プログラム

が実施された。1994 年には省庁ごとに独自のエイズ・コントロール・プログラム・ユニットが設置され、性感染症

プロジェクトが展開された。 

 

●エイズ対策 

・政府の対策 

ウガンダにおいてエイズ対策がすすんだ一番の要因は、政府主導で他の市民セクターなどとの連携を深

めて、包括的なアプローチを早い段階から進めてきたことだと考えられる。都市にエイズ関連の医療施設が

数多く完備していることはアフリカの他の国ともそれほど変わりのないことだが、ウガンダの場 合においては

分権化がだいぶ進んでおり、全国各県にエイズ事業に関わる団体が網羅されている。 

・国際社会の対応 

1980 年代以後、ウガンダは長期安定政権が確立しており、国際社会の支援を柔軟に受け入れる政治体

制が存在した。したがって、様々な支援体制の実験の場になりえた。 

 

●感染率の減少 

・ABC アプローチ 

ウガンダのエイズ予防･啓発活動の中心は ABC アプローチと称される。禁欲（Abstinence）し、一人のパー

トナーとの関係を保ち（Be Faithful/ Monogamy）コンドームを使用する（Condom）ことである 1)2)。ムセベニ大

統領は、エイズについて発言する際に常に、“ABCD：A、B と C を守らなければ死（Die）につながる”をスロー

ガン にしてきた。 

・予防・啓発事業とケア・サポート 

ウガンダの成功例として予防・啓発事業の展開についてよくとりあげられているが、それだけでは決してな

い。予算配分的にみても予防・啓発事業は中心ではないとみることができる。ケア・サポートも含めた包括的

な事業が展開されているのである。 

・コンドームの使用 

注目すべき事実として、ウガンダにおいてはコンドームの使用に関しては他のアフリカ諸国と比較してもな

んら高い使用率ではない。理由としては、ムセベニ大統領自身がコンドームの使用に関してそれ程肯定的で

はないことが挙げられる。あくまでも禁欲を訴えているのである。 

 

 ●ウガンダにおけるエイズ対策の総括 

  ・ムセベニ大統領という国民意識統合のための支配者の存在(圧倒的な影響力) 
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  ・国家レベルで各セクター(個人のレベル、地域社会、政府、関係機関)を統一 

  ・明確なエイズ減少のための目標の設置 

  ・アフリカにおいて民主政治に乱れを生じている国が多い中で、ウガンダは長期安定政権が確立しており、

様々な国際社会からの援助などに柔軟に対応できたこと 

   

３．ケニアの状況 

 次に、ケニアの状況について示したいと思う。 

 ケニアにおいて、政府等の公共セクターは、一定の力量を発揮しており、ケニヤッタ国立病院など国立・州立

の病院も、連携という点ではある程度の機能を有している。しかし、決して公共セクターが主役であるとはいえな

い。主にエイズ対策を担うのは国際 NGO,および地域のコミュニティーを基礎とした団体が主役といえる。 

 

●NGO のエイズ対策 

・VCT(Voluntary Counseling and Tasting)進展 

  ケニアにおけるエイズ対策でもっとも進展しているのが VCT である。数多くの VCT 体制が整えられているが、

一方で陽性の判明後のケアに関しては体制が十分に確立されていないのである。陽性判明後の患者は差

別とスティグマに満ち溢れた社会へと放置されことになる。 

 

●治療への取り組み 

・弱体な政府 

  予防と治療は相互補完的で両方ともなくてはならないものとされてきたわけだが、ケニア政府も2003年の「ア

フリカ地域エイズ・性感染症国際会議」において公立病院での ART(Antiretroviral therapy)導入を表明した。

しかしながら、現実はそうはなっておらず、ごく一部の国立・公立病院にすぎず、国の ART プログラムの恩恵

を受けているものはかなり少ない。 

・NGO やミッション系の病院 

 弱体な政府にかわって NGO やミッション系の病院がやはり治療の重要なセクターとなっている。 

 

●地方都市でのエイズ対策 

・都市との格差 

 政府の力が弱体であるために、保健医療サービスがうまく分権的に地方にひろがっているということはない。

都市との医療サービスの格差は明らかなものである。 

 

●問題点と欠落点 

・ケニア政府の存在感のなさ(政府主導のエイズ体制を築き上げるべき) 

・地域的な格差と断裂(政府がこの格差を埋め合わせるべきであるが、上で述べたように政府にそのような能力

を有してはいない) 

・他分野との連動(様々なセクターの連動がエイズ対策を包括的に進める) 

・エイズに関する差別やスティグマに溢れる暴力的な社会の存在(エイズに関して人前で話せないなどタブー視
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せざるを得ない) 

 

４．ケニアにおいてどうするべきか(結論) 

 私が思うにウガンダと比較してケニアにおいて圧倒的に欠けているものは、政府の存在感である。ウガンダに

おいてはムセベニ大統領の強力なリーダーシップのもと公共セクターが各セクターを統一してきた。その結果、

中央だけではなく分権的に、各地方にそれ程の格差なくエイズ対策を浸透させることができた。一方で、ケニア

は公共セクターの力が非常に弱体で、各々に散らばる NGO にエイズ対策を委ねることになり統一的なアプロー

チができない状態に陥っている。確かに NGO の力は重要であるが、連動性がないと逆にエイズ対策は後退し

ていってしまう可能性がある。早めの政府のリーダーシップの確立が不可欠である。しかし、市民の政府に関す

る信頼を得るところからはじめなければいけない。 

 この他にも、ケニアの社会の暴力性についても改善していく必要がある。エイズをタブーにしないような開かれ

た社会が人々のエイズに関する意識を変える。この社会の暴力性の改善のためには、やはり政府の力が必要

になってくる。メディアを通してエイズの深刻な状況を市民に対して訴えていく必要がある。この訴えが浸透す

れば、各人が共通の意識を持つために、差別やスティグマは減少していくと思う。 

   

＜タイトル＞「抗レトロウイルス薬のジェネリック薬」                          (大山淳子) 

１．はじめに 

 HIV/AIDS の蔓延を防ぐには、アフリカ及びその他の地域における HIV/AIDS 問題を様々な観点から冷静に

見ることが重要だ。例えば、ジェンダー、経済、国際関係、歴史などだ。今回は、医療、特に薬に重点を置いて、

この問題を考えたいと思う。 

 

２．ジェネリック薬とは 

 医薬品会社が新しく薬を開発するには、製造費のほかに開発費を必要とするので、必然的に新薬の値段は

高くなる。しかし、その後に製造された薬(ジェネリック薬)は開発費を必要としないので、安価で生産でき、かつ

安価で提供することができる。AIDS 患者が安価で薬を手に入れることができるので、現在多くの国々が抗レトロ

ウイルス薬(抗 HIV 薬)のジェネリック薬を取り入れている。 

 

３．TRIPS 協定とドーハ宣言 

●TRIPS 協定 

 TRIPS 協定は、WTO(世界貿易機構)によって提言された。この協定は、2005 年までに全ての加盟国に、特許

権・知的所有権・著作権保護法の法律をアメリカが定める基準へ合わせるよう定めている。 

 この法律によると、新薬を開発した会社は約２０年間その薬を生産・販売において独占することができる。これ

は、他会社がその薬のジェネリック薬を約２０年間製造することができなくなることを意味し、同時に AIDS 患者が

その新しく開発された抗 HIV 薬を安価で手に入れることができなくなることも意味する。 

●ドーハ宣言 

 ドーハ宣言もまた WTO により 2001 年に提言された。 
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＜ドーハ宣言の内容＞ 

・TRIPS 協定の採択の期限の延長 

 発展途上国の医薬品に関しては、特別に TRIPS 協定の期限を 2016 年まで延ばす。 

・強制実施権の設置 

 特別な状況の下では、この強制実施権の行使により薬の特許権を無効にすることができる。ドーハ宣言では、

ある条件下では医薬品会社がジェネリック薬を製造することを許される。WTO は、公衆衛生を専売特許権保有

者の利益よりも重んじるべきだという考えを持っているためだ。 

 しかし、この権利は国内で消費される医薬品に関してだけ適用される。つまり、これはジェネリック薬の輸入・

輸出の禁止を意味し、発展途上国もジェネリック薬を輸入できないことを意味している。 

 2016 年になれば、全ての WTO 加盟国、つまりケニアも TRIPS 協定を採択せざるをえない。現在、ケニア、そ

してその他のアフリカの国々はインドの製薬会社が製造しているジェネリック薬を輸入している。しかし、2016 年

にはジェネリック薬を輸入することができなくなり、発展途上国のほとんどは国内に製薬会社を持たないため、

最終的に安価な薬を手に入れることができなくなる。 

 

４．まとめ 

 AIDS/HIV は世界三大感染症の一つである(あと二つは結核とマラリアである)。毎年 300 万人の人が

AIDS/HIV のために命を落としているといわれている。これは、私たちにとって AIDS/HIV が大変深刻な問題で

あることを表している。 

 抗 HIV 薬は大変高価な薬である。この薬を常用していく為には、年間 7,000～20,000US ドルの費用を要する。

現在アフリカの国々は抗 HIV 薬のジェネリック薬を輸出・輸入することが許されているため、薬の値段は年間

300US ドルにまで下がっている。以前に比べると抗 HIV 薬を手にすることのできる人の数は増えたが、まだ

4,030 万人の感染者のうち 120 万人しか薬を摂取することができずにいる。ジェネリック薬でさえ開発途上国の

人々にとっては高額なのだ。 

 ではもし、抗 HIV 薬のジェネリック薬が規制されればどうなるだろう。今よりさらに多くの人が薬を手にできなく

なり、多くの人が命を落とすことになるだろう。しかし、知的所有権をなおざりにすれば、新薬開発への意欲を妨

げる要因になる可能性もある。しかし、私は生命に代えられるものはないと思う。新薬を開発する側が利益だけ

を求めるのではなく、薬を必要としている人々のことを考えられる日は来ないのだろうか。これからは先進国と発

展途上国との相手を思い合うグローバル・パートナーシップが大切になってくるだろう。 

 

＜タイトル＞「私たちができることは？」                               (橋本芙美子) 

世界に４千万人のエイズ感染者がいて、そのうちの 70％がサハラ以南アフリカの人々であるとＵＮＡＩＤＳは推

定している。アフリカでは毎年多くの人々が新たにエイズに感染している。エイズは人間にとって緊急事態であ

るが、完治させることはできない。しかし、私たちがエイズに対抗するためにできることは確立されている。それ

は、予防と治療である。予防・治療に対してすべきことはもうすでにわかっているのである。 

 ＜予防＞ 

・ＶＣＴ（自主的検査）の普及・安全な血液への対策・性感染予防・母子感染予防・エイズの知識の拡大と行動
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変容 

 ＜治療・ケア＞ 

・生活と仕事の支援・良質な栄養・日和見感染のケア・感染の早期発見・ＡＲＶ（抗レトロウイルス薬）の普及、な

ど 

 

 予防法と治療法がわかってはいても、多くの人がそこにたどり着けていない。それはたくさんの問題があるから

である。エイズ問題は貧困や、ジェンダーや社会的習慣とも関わっている。例えば、治療薬が買えなかったり、

女性が安全な性交を主張できなかったり、という問題がある。このことから私たちはエイズ問題を、さまざまな角

度から考えていかなければいけないと思う。 

 

 ＜世界の動き＞ 

・いくつかの製薬会社が一定のＡＲＶの無料提供を申し出ている。 

・世界銀行がエイズのための資金の貸付をおこなっている。また、アフリカの一部の国にはエイズ資金に使うこと

を条件に債務帳消しを行っている。 

 

 国際社会によるグローバルな動きが出てきたことはよいことである。 

 

 ＜結論＞ 

 世界がエイズ問題を緊急の課題として社会に発信していくことが今後も重要である。すでにすべきことはわか

っているので、実際にそれをどうやって実現するか、行動に移せるかが問題になる。 

 日本は学校教育でエイズを大きく扱っておらず、日本人のエイズに対する知識は乏しく、意識も低いので、エ

イズ教育が必要であると思う。 

 私たちができること、ＪＫＳＣができることを考えていきたい。 

 

＜タイトル＞「日本におけるエイズについて」                           （野々瀬香織) 

① 日本人と「アフリカ人」の HIV 感染者の妊娠についての意識の違い 

HIV 感染者、エイズの患者に告知をすると、患者は目に見える形で自分の命が限られていることを知らされる

わけです。その後、その人たちは漫然とした生き方はしません。仕事の上でも仕事以外でも非常にシビアに、ぎ

りぎりのところで自分の能力を発揮しようとします。どうでもいいことに関しては非常にあいまいで、平気で妥協

する。しかし、譲れないところは絶対譲らないという非常に鋭い生き方を始めます。 

 恋人ができて、結婚していく。相手に｢自分は HIV に感染している、将来エイズになって命をおとす可能性が

ある、あなたにもうつす可能性がでてくる｣と話しても、それでも結婚していくわけです。 

 それに対して、「子供をつくると３０％の確率で感染させるおそれがあります」と医者は話します。すると日本人

のほとんどのカップルは「いい治療法ができて母子感染がふせげるような時がきたらつくります」と答えます。 

 これに比べ、アフリカから日本にきている夫婦（２人とも陽性）に、母子感染の可能性があるという話をすると、

彼らは「そうですか。７０％も感染しない子供ができるならつくります」と答えます。その一年後にアフリカの中央
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部のある国から日本に留学に来ていた小児科の女医と話すチャンスがありました。彼女の国では子供が生まれ

ても１５歳になるまでに半数近くが命を落としています。一番大きな死亡の原因は感染症の下痢、はしか、マラリ

ア、そして飢えと戦争だそうです。飢えと戦争は社会的な問題ですが、いずれにしろ目の前に「死」があるわけ

です。ところが HIV 感染は慢性の疾患ですから、優先順位はずっと低いのです。そんな背景のなかでエイズの

問題をどうとりあげるのかというのが大きな問題のひとつです。 

 もうひとつはアフリカのカップルがなぜ「子供をつくる」と言ったのか？子供をつくる可能性があるということ、国

を豊かにするためには人的な資源が必要という意味もふくまれているわけです。社会的な条件、歴史的な流れ

の中で、「子供をつくる」ことに対する意識はそれぞれ違うのです。 

 

② AIDS キャンペーンポスターの問題について（日本における女性観） 

―エイズポスター 日本とドイツとー 

 

 

「私たちはいつもしていることをする。コンドームをつかって」というドイツのポスターと（注 写真はありません）日

本のエイズ予防財団のポスター「薄くても、エイズにとってはそれは十分厚い」を比べれば、その国の文化度、

美意識、さらには人権感覚のありようが一目でわかるだろう。 

 １９９１年１２月１日の国際エイズデーを前に、エイズ予防財団が作成した二種類のポスターは、女性の商品

化・人権蔑視、さらには東南アジア諸国への偏見・差別として、私たち女の怒りに油を注いだ。もう一点は、パス

ポートで顔を隠した中年男性が口元に照れ笑いをうかべた写真に、「行ってらっしゃい。エイズに気をつけて」

のコピーがついたポスターである。 

 東京都議（当時）の三井マリ子さんから、「見た？あのポスター、抗議しようよ！」と FAX がきたのが１１月２６日。

早速ポスターをとりよせ、私たちは抗議運動を展開した。１２月６日の朝日新聞が、「エイズポスター降参」の見

出しで、２１都道府県が配布を中止したと報道。運動は一応の成果をあげた。 

 抗議運動中、「いってらっしゃい・・・」のほうは男性の中からも男性蔑視だという声があがってたのもしかった。

つまり、パスポートは国が発行するものであるから、国が外国に行く日本人男性の売春を容認している。買わな

い男にとっては男性蔑視―というわけだ。 

 ところが、「もう一点の薄くても・・・」の方は男女問わず、ピンとこない人が多く、むしろ驚かされた。「これを見て

何をイメージしますか」と質問すると、「東南アジアの HIV キャリアの売春婦」「コンドームで日本人男性を感染か

らまもれば、妻たちにうつらない」「コンドームの重要性が印象づけられて効果的」などの声があがる。 

 



 

 46 

 翌９２年、７月２日に堺市で行われたシンポジウム「エイズポスターから見えてきたもの」で、私はシンポジストの

一人として報告したが、同じシンポジストの M 弁護士も、「へーえ、女性蔑視とは気がつきませんでしたなぁ」と

素直に発言していた。これほどさように、「薄くてもエイズにとって・・・・」のほうは、「いわなきゃわかんない」らし

いのである。 

 ならば言おう。髪の長いヌードの女。東南アジアの売春婦から、日本人買春男性を守ろうという発想は、東南

アジア諸国への偏見・蔑視であるばかりでなく、経済大国日本のエゴと驕り。そして、裸にされた女をコンドーム

であれガラスの容器であれ、透視できるものの中に閉じ込めて視姦する。彼女の痛みは、私たちすべての女の

痛みなのだ。 

 私たちは閉じ込められたくない。ジロジロ視られたくない。容器を蹴破って、人間としての尊厳と権利を主張し

たい。男性優位社会のなかで、まかりとおってきた性支配、性暴力に屈服するのはもうたくさん！とまぁ、このくら

い言えば、女たちはなぜこのポスターへの反対運動を繰り広げたかわかるだろう。 

 

皆さんはこの二つのトピックについてどう思いますか？ 

 

＜タイトル＞「ミレニアム開発目標の HIV/AIDS」                               (腰田裕子) 

 HIV/AIDS は世界でも深刻になっている。HIV は、1981 年アメリカで同性愛者の人から発見され、またたくまに

広がった。2000 年国連のミレニアム会議で、ミレニアム目標が掲げられ、HIV/AIDS は目標６の中のターゲット７

にあり、２０１５年までに HIV/AIDS の蔓延を防ぎ、減少させることである。 

 

１．感染ルート 

 A. 性交渉 

  B. 血液感染 

  C. 母子感染 

 

２．予防方法 

 A. 性交渉 

   コンドームを使う 

   相手の事を知る 

  B. 血液感染 

   他の人が使った注射針を共有しない 

    例）麻薬、手術 

  C. 母子感染 

   帝王切開 

   ARV などの薬を服用 

   HIV を持っている母親からの母乳 
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３．これまでの行動 

 2001: 世界貿易機関（WHO）加盟国は公衆衛生の危機を克服するため貿易関連の知的所有権の柔軟に取

り扱うことを奨励。HIV／エイズに関する研究者を増やす。 

  2002: 多くの国で知的所有権が安価で入手可能な治療薬の提供を妨げていると述べる。 

  2003: 米国ブッシュ大統領がエイズ救済緊急計画を発表。 

  2004: HIV 感染の流行の影響および HIV／エイズに最も深刻な影響を受けている地域での人間開発指数

（HDI）の低下傾向に焦点をあてる。 

  2005: ネルソン・マンデラは彼の息子がエイズで死亡したことを発表した。 

 

４．日本の教科書 

ケニアでは HIV／エイズについて小学校で勉強し始める。日本でも HIV／エイズの勉強を行うが、十分ではな

い。日本の高校生の保健体育の教科書を例にあげると、140 ページの教科書の中に HIV／エイズの内容はた

った２ページのみであり、内容も乏しい。 ケニアでは HIV／エイズの事が教えられているが、田舎の地方に行く

と、学校に行けない子がいる。彼らは教育を受けることができないので知ることはできない。しかし、日本では学

校に行きながらあまり教育はされず、先進国で唯一感染者が年々増加している。 

 

＜タイトル＞「抗レトロウイルス薬の科学的解説」                        (Samuel Maina) 

１．導入 

 すべての生物は子孫を残すために繁殖を必要とする。繁殖は複雑な過程・変化であり、科学者たちによって

長い年月をかけて研究されてきた。彼らを悩ませてきたのは、何が生物の遺伝子情報をはこんでいるのかであ

った。最初のうちは、それはたんぱく質だと考えられていたが、後に、細胞の中に見られるＤＮＡ（デオキシリボ

核酸）であるということが、ロバート・コーチによって確証された。 

 

２．ウイルス 

 ウイルスは人間が知っている最小の微生物であり、とても強力な電子顕微鏡でしか見ることができない。ウイル

スのほとんどはカプシド蛋白質に包まれた単純な遺伝子物質から成る。さらにウイルスは蛋白質エンベロープ

に包まれている。 

 

３．ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ） 

 このウイルスはレトロウイルスと呼ばれるウイルスのグループに所属する。これらは遺伝子物質がＲＮＡ（リボ核

酸）のウイルスである。ＲＮＡが繁殖のために使われることはできない。だからウイルスは、繁殖を促すためにＲＮ

ＡをＤＮＡに変えるメカニズムを運び出す必要がある。したがってＨＩＶは、ＲＮＡからＤＮＡへの変化の原因であ

る逆転写酵素と呼ばれる酵素を持つ。ＤＮＡは、それゆえに、メッセンジャーＲＮＡを通して、アミノ酸を生産する

通常の複成プロセスを経ることができる。 

 

４．抗レトロウイルス薬 
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 抗レトロウイルス薬は、故意に、ウイルスによって逆転写酵素が利用されることを防ぐのに用いられる薬である。

ＡＲＶはＲＮＡからＤＮＡへの変化の過程を遅らせる。このことの最終的な結果は、体内のウイルス数の減少であ

る。ウイルスの減少は、個々の感染した細胞の健康状態を促進させることにつながる。 

 

５．結論 

 ＡＲＶがどのように働くかを理解することは、ＭＤＧの６ゴールを達成するために重要なことである。というのは、

ドラッグ障害への関心が高まる今日の医学会において、大きな関心事であるからである。薬の正しい取り扱い

方が障害率を下げるということを知るのは重要だ。若者はＡＲＶの知識と正しい使い方を知るべきである。 

（訳：橋本芙美子） 

C.質疑応答                                                   

１）ケニアは HIV/エイズの拡大を防ぐために、何をしているのか？（小山） 

A. ABC アプローチ 

（禁欲 Abstain、貞操 Be Faithful、コンドーム Condoms の３つを柱としている予防戦略） 

A. エイズの発症を遅らせる ARV（抗レトロウイルス治療）を広める。 

A. 多額の入院費を払わなくて良いという理由で、自宅治療を広めていて、自宅での患者の看病の仕方を教

えている。（Simon） 

A. 小学校から HIV/エイズの授業がある。（Gori） 

A. （ABC アプローチに付け足しで）高校生などの若者には、禁欲、貞操を啓蒙すると同時に、コンドームの

使用をもっと強調すべきだ。（Linda） 

 

２）ケニア人は NGO などによるコンドームの無料配布についてどう考えているのか？（腰田） 

A. 良い運動だと思っているが、政府は十分なキャンペーンを行っておらず、もっと行うべきだ。（Maina） 

A. 例として挙げられるのは、ナイロビ大学ではコンドームの無料配布が行われている。（エガトン大学は行っ

ていない。）（Linda） 

 

３）経済的に発展していることと、HIV/エイズの感染率は関係あるのか？ 

A. ない。事実、日本は先進国だが、HIV/エイズの感染率は増加している。なぜなら日本の学校教育の中で

HIV/エイズについての授業はほとんどないから。（冨永） 

 

D.まとめ                                                                   

ケニアではエイズについて小さい頃から教育されている。そしてケニア政府もエイズ対策に力を注いでいる。

だが、仕事がないため生活していくために性行為を余儀なくしている人、無理矢理強姦を強要される人の数は

後をたたず、１つのエイズ慢栄の大きな問題になっている。一方日本ではケニアにくらべて教育はあまりされず

先進国で唯一感染者が年々増加している。 

エイズは正しい知識を持ち、ちゃんと予防をすれば感染することはない。そしてエイズを予防することだけが

大切なのではなく、治療していくことも大切である。 
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MDGs 目標７  

環境の持続可能性の確保  

A.グループメンバー                                                       

立教大学 3 年 三角香織 

大阪外国語大学 2 年 上山巳歩里 

エガトン大学 Sophie Ligondo 

 

B.プレゼンテーション                                                      

＜タイトル＞「アフリカにおける環境問題」                              （三角香織） 

＜世界の環境に関わるデータ＞ 

（人口）  

・1 日に 25 万人、1 年で９千万人以上の人口が全世界で増えている。 

・田舎に住む人と比べて世界の 41％の人は都会に住んでいる。（これは 60 年前 と比べて約 3 倍） 

・多くの「南の」国での人口はここ 30 年の間に 2 倍になった。 

・2045 年までに、世界人口は 90 億人になると言われている。 

（森林）   

・世界の森林は 1 分につき 30 ヘクタール、1 年に 14000 平方ｋｍ失われている。 

・ある国々は 50 年以内に自然林をすべて失うと言われている。 

・全世界の穀物 40％は家畜の餌に使われている。 

（砂漠）   

・砂漠は、毎年 6 万平方メートルずつ広がっている。（サハラでは 150 万平方メートルずつ） 

・砂漠化は約 10 億人の人に影響を与えている。これは全世界の 6 人に 1 人。 

・砂漠化は 71.3%の牧草地に被害を与えている。 

・砂漠化によって失われた商品価値は約 400 億円ドルと言われる。 

（食料）   

・2050 年までに食料の需要は 3 倍になると言われている。 

（水）    

・世界で、安全に使える水は全体の 0.008%。 

・世界の 70%の人は清潔な水を飲めない状態。安全な水管理の不足によって、毎年 2 万５千人の人が亡くなっ

ている。 

・水不足に直面している国は 30 以上ある。 

（燃料）   

・発展途上国はエネルギーの 70-80%を石炭、薪に頼っている。 
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＜アフリカにおける環境＞ 

アフリカの 3 分の１は砂漠、若しくは乾燥地帯であり、元々アフリカの気候というのは不安定であり、太古の昔

からしばしば旱魃が起こっていた。しかし、歴史的にアフリカ大陸が旱魃を受けやすいといっても、その被害は

年々大きく,深刻になっている。この背景には、人口問題、貧困、貨幣経済の浸透、家畜の問題、森林の減少な

どが挙げられる。 

 

＜人口問題＞ 

ここ数十年の間、多くの人が、お金を稼ぐため、仕事を見つけるために、田舎から都会に出て来ている。その

背景には旱魃によって田畑で作物が取れなくなったり、家畜のための緑が減ったために、農家や遊牧民が伝

統的な生活をしていくことができなくなったことも大きな理由の一つとして挙げられる。そういった人々の都市へ

の流入は、近年深刻な、都市人口増加の要因の一つであり、このような急激な人口増加は失業問題を招き、ス

ラム、犯罪、感染症、エイズの問題も引き起こしている。 

 

＜遊牧民と家畜の問題＞ 

数千年もの間,遊牧民は伝統的な独自の生活スタイルを続けてきた。彼らが移動することによって土地は休

息期間を得ることができ、周期的に食料、動物のための飼料を手に入れることが可能なサイクルが存在した。部

族によっても違うが、彼らの主な食料は、山羊のミルクやラクダの血（ケニア・レンディル族の例）などであり、定

住をしないことから、彼らが調理に火を使用することは、ほとんどなかった。 

しかしながら、アフリカ諸国が独立をし、国境が遊牧地帯にできると、彼らの行動範囲は制限され、狭められ

てしまった。さらに、政府が税金を取り立てたいという理由から、彼らの定住化を奨励した。 

また、先進国からの援助としての井戸の設置も、彼らの定住化を進め、彼らの生活を一変させた。井戸ができ

たおかげで、遊牧民は水を求めて移動する必要がなくなったが、大量の家畜（数万という数）も一緒に定住した

ことで、井戸の周りの緑は家畜にすっかり食いつくされてしまい、土地の荒廃を招き、井戸は枯れ、その土地が

砂漠化してしまうというケースも多い。家畜の飼料が不足し、仕方なく飼料を買う費用を稼がなくてはならなくな

ったり、不慣れであったり、字が読めないために騙されるケースも珍しくなく、遊牧民の生活は確実に変わった。

ここ十数年の間に、遊牧民は様々な要因から,家畜に与える緑を失った。一方で、定住した彼らはトウモロコシ

や穀物を食べるようになり、それによって火を使う回数、機会も増えた。家畜を囲っておくためにフェンスにする

木材も必要になった。また、医療支援による死亡率の低下は人口増加を招き、食料危機を始めとする様々な問

題を抱えている。 

 

＜貨幣経済の浸透＞ 

元々、アフリカの農家は自給自足であり、自分たちの家族が必要な分だけ作っていた。焼畑農業は伝統的な

農業スタイルであり、このスタイルは数年間の収穫が終わった後、３～５年の休耕期間によって土地を休ませな

がら農作物を育てるというもので、持続的な農業を行うことができ、地球の環境にも良いものであった。しかし、

貨幣を稼ぐ必要、貨幣を稼ごうとする人々が増えることで、農家は多くの作物を育てるため、休耕期間をどんど

ん減らしていった。それは土地の劣化を招き、作物の質、量も落ちる結果となった。次第に農民たちは自分たち

の十分な食べる分さえ収穫できなくなり、作物に不向きな劣等地でさえ開墾をするに至ったが,1 人あたりの仕
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事の量が増えた割に収穫量はますます悪くなるばかりで、さらに人手の不足から、家族を増やすものの、食料

不足で家族全員が飢餓状態に陥るという悪循環が続いている。 

 

＜ケニアの状況＞ 

・ ケニアにおいては人口の約 80-90%が農業に従事しており、国民の 80%以上は燃料を薪と炭に頼っている 

（この需要は 2020 年までに 2 倍になるといわれる）。 

・人口は 20 年の間に 2 倍になり、それに伴い、木の使用量も増加傾向にある。 

・80 年代後半には、モイ大統領、キバキ副大統領は森林保護、植林の義務化に力を入れる。 

・日本政府も植林活動に貢献している。 

・近年はノーベル平和賞受賞者であり、環境大臣のワンガリ・マータイ氏の活動（グリーンベルト運動）が有名。 

 

＜日本を含めた先進国の援助＞ 

一見、成功をしているように見える先進国による、水、旱魃、医療、農業などに対する援助は、ときに成功とい

うよりむしろ悪影響をアフリカに対し起こしている側面もある。 

食生活の変化 

先進国による食料援助はアフリカにおける伝統的な食生活を変えた。元々、伝統的な穀物を農家は生産し

ていた。つまりミレットやソルダムと呼ばれるキビの一種、遊牧民なら家畜のミルクを主食としていた。先進国の

飢餓対策の食料援助が浸透すると、小麦、トウモロコシ、米の方が調理に向いているので、主食として取るよう

になった。小麦などに対する需要が高まることで、農家は新しい穀物の生産に切り替える必要性が出てきたが、

そのような穀物はアフリカの乾燥した土地に適していないこともあり、農家の生産を落とすどころか、その土地を

劣化させる原因にもなった例がある。 

カマドの例 

伝統的なアフリカのカマドは３つの石の上に鍋を置くというもので、効率が悪く、薪も大量に消費するものであ

った。そこで、日本のＮＧＯ「緑のサヘル」等が日本式カマド（土で周りを丸く囲んだ物。密閉性があり、薪も従来

の半分で済む）を農村で広める活動をしている。しかしながら、このようなカマド活動は都市部では広く普及し、

成功している一方で、農村での普及率はまだ低い。それはアフリカの人々にとってはカマドというのは調理をす

るためだけでなく、ヒーターや明かり、煙によるマラリア蚊の予防などの側面もあるからだ。 

井戸の影響 

水不足を解消するため、日本を含む多くの国が井戸の建設に協力している。サハラ砂漠においては、井戸

のおかげで遊牧民が水を探す必要がなくなり、井戸の周りに定住する例が多い。もちろん井戸の建設は多くの

人に恵みをもたらしてくれる。しかし、一方前述したように遊牧民の生活を一変させた。 

機械化の導入 

より多くの食料を生産するため、国際機関や他国は農業の機械化を支援してきた。機械化の導入後、例えば

アルジェリアの自給率は 93%から４０％へと下がり、スーダンでは世界銀行の支援で機械化を行ったものの、そ

機械の重さが、土を固めてしまい、生産が落ちたりする例がある。 
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＜植林の必要性＞ 

元々、不安定な気候だったものの、アフリカにおける環境への影響は人為的な原因などから、ますます大きく、

被害も深刻なものとなっている。原因の一つは森林の不足である。木のないところでは地下での保水力も弱い。

そのため雨が降ると大きな洪水が起きてしまう。森自体が出す水蒸気が雨の半分を形成しているというデータも

ある。つまり、森は洪水を防ぐだけでなく、人々に水を与え、干ばつからも守るという役割をもっている。 

アフリカで最も重要なものは「４つのＦ」と言われる。つまり、Food（食料）、Fresh water（水）、Fuel wood（薪

炭）、Fodder(飼料)である。これらは元を辿るとすべて森林にたどり着く。これらの不足の問題を解決するには多

くの木が必要ということになる。 

木の持つ効果 

・干ばつ、洪水、強風、豪雨、強い日差しを防ぐ。 

・雨を保水する力を持つ。 

・砂漠化の進行を止める。 

・食料を与えてくれる。 

・CO2 を吸収し、大気を浄化してくれる。 

 

＜森林を守るために個人として何ができるか＞ 

ワンガリ・マータイ氏による、「４R 運動」（いわゆる「もったいない」）では・・ 

・Refuse    買う前からゴミを作らない努力をする。 

・Reduce    ゴミを減らす。 

・Reuse     繰り返し長く物を使う。 

・Recycle    リサイクルできるものはリサイクルをし、繰り返し使う。 

 

＜結論＞ 

植物は人間を始めとするあらゆる生物にとって最も大切な資源である。我々は食料、水、木からできている物

なしでは生活できない。それに木や植物を育てるのには大変な時間と努力がかかることも知っている。 

現在、多くの国々が植林を行っている。しかし、森林伐採は未だに大きな問題で、多くの森林がどんどん失

われている。植林は地球温暖化を防ぐためだけではなく、私達の未来のための問題でもある。 

天然資源は限られている。だからこそ、我々は必要としている限りはもっと森林を大切に使う必要がある。 

 

＜タイトル＞「ターゲット 11‐2020 年までに少なくとも 1 億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する」    

（上山巳歩里） 

【基本情報】 

スラムは、都市部で極貧層が居住する過密化した地区のことであり、都市の他の地区が受けられる公共サー

ビスが受けられないなど荒廃状態にある状況を指す。一部の都市を除く世界中のほとんどの大都市にスラムが

あり、スラム街、貧民街などとも表現する。 
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＊ 世界の人口のうち、およそ 100 万人以上が都市部居住者である。これらの人々は単に戦争や洪水、津波な

どの自然災害によって家を失っただけではなく、東南アジアやアフリカ、南アメリカでは貧困的な環境のも

とにおいての生活を余儀なく強いられている人が何百万にも存在している。 

＊ 世界・アフリカにおけるスラム居住者の割合 

世界人口 65 億人のうち約 10 億人以上が都市部居住者 

（2020 年までに２/３に増加予想） 

  －アジア：全体の 60％（5 億 8100 万人） 

  －ラテンアメリカ：14%（1 億 3400 万人 

－サハラ以南アフリカ：都市人口の 70%以上（1 億 9900 万人）   

・ ケニア-ナイロビ市内：人口の 55%    

（2005 年 U.N. Habitat より） 

【スラムにおける問題点】 

衛生上の問題 

・ ゴミの回収が正確に成されていない⇒悪衛生につながる  

・ トイレの汚水（排泄物）が下水道に排出されている ⇒ 感染病の原因 

＊「Flying Toilets（空飛ぶトイレ）」：汚物を含んだ袋を路上に投げ捨てる 

→食べ物への汚染、下痢、チフスの発生原因  

                   ↓ 

       乳幼児の死亡率が 48％、5 歳まで生きられない子どもが 70％ 

 

・ HIV/AIDS ⇒ 極度の貧困と低い雇用機会のせいで、人々特に若い世代     が暇を

もてあそび、薬物に走る。また、生きる手段、育児の手段としの女性の売春行為。 

・ 不衛生な飲み水 

  世界の 26 億人が基礎的衛生施設にありついていない（アフリカ‐19％） 

  →幼児の主な死因であるコレラや赤痢、下痢などの感染病につながる 

環境上の問題 

・ 郊外に連なる掘っ立て小屋‐崩壊の危険性の高い錆び付いた鉄の囲いと土の壁など壊れやすい

材料で建てられた家 

・ 緊急時に対応できない‐家同士が密接して立っているため救急車などが通るの                

             に十分な道幅がない 

    →生活環境の悪化につながる 

・ キベラスラム：居住者訳 70 万人の世界最大のスラム（ケニア） 

＊ 近隣諸国からの他民族の流入、地方の人達の都市部への流入が定着の背景 

＊ 教育：公立小学校の不足 

「Free Primary Education Program」：公立小学校の無料化 

   →生徒数が急増し、教育の質が低下（１クラス生徒 120 人：先生 1 人） 
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【解決策】  

・ 「Cleaning Day」を設定し、スラム内で清潔さを改善していく 

                        →住民レベルでの解決策 

・ スラム内に公共トイレを建設‐Flying Toilets を避けるため 

・ 政府による無料での土地提供‐横ではなく、縦に土地を活用してより良い住宅を    建設する

（低家賃の市営住宅など） 

・ 地方への公的経済基盤や資源の分散  

⇒ Rural-Urban Migration：都市部での人口密集を減少 

 

＜タイトル＞「ターゲット９：持続可能な開発の原則を各国の政策や計画に組み込み、環境資源の損失を阻止

し、回復を図る。ターゲット 10：2015 年までに、安全な飲料水及び基本的な衛生施設を継続的

に利用できない人々の割合を半減する。」                      （Sophie Ligondo） 

１ 開発のための生物的多様性 

 ・生命の多様性：与えられた生息地や生態系に住む異なる種の植物や動物の集団 

 ・貧困と生命の多様性は根底で繋がっている 

   →特に地方に住む貧困民は以下のものにおいて生命の多様性に依存している。 

１ 食べ物 

２ 燃料 

３ 寝どころ 

４ 薬 

５ 生計 

 生命の多様性は貧困を悪化させ、また同様に貧困は生命の多様性の一番の恐怖である。 

 

 ・UNDP（国連開発計画）と UNEP（国連環境計画）の役割 

   →140 ヶ国以上もの国が生命の多様性を持続的に維持し、使用するのを助ける 

   →環境への生命の多様性を以下のものを通じてエネルギーの主な焦点と環境的な習慣にしている。 

      A 能力的開発 

      B 知識の管理 

      C 政策的忠告 

      D 支持 

   →国々が気候の変化によりよく順応し、また上手く対処していけるための評論的な 

情報を提供し、そしてその国々における生態系や健康、生計に与える表劇を少な 

くさせる、なぜなら特に発展途上国では気候の変化は潜在的に生命の多様性における影響を荒廃さ

せるからだ。 

  このような国々への重要な貢献は重要な MDG を達成するための努力である。 

BGP（Biodiversity Global Program） 
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GEF（Global Environment Facility） 

 

２ 乾燥地開発センター 

 ・1990 年に設立。 

・8 億人の人が改善された水の供給や公衆衛生へのアクセスが可能な状況にいる 

   →井戸や試錐孔の建設、川への流出前に下水道の処理、水道水の処理 

・乾燥地開発センターは MDGs 目標７である「持続可能な環境の確保」を重要視しなが 

ら、8 つの目標全てを視野にいれている。 

・主に農業者間での革新の促進による土地や水質管理の制作に焦点をあてている。 

  →小規模農業者は農地農業や水質管理において、革新的かつ成功した技術を開発す 

ることが可能である。 

・FAO（Food and Agriculture Organization）との連携 

 

解決策 

 ・全ての人々がきれいな環境作りのために参加できる国家のクリーニングデイの促進。  

 ・森林伐採を取り締まる法の強化を課す。 

 ・森林伐採を避け、さらに進んだ環境資源の汚染を防ぐための環境保護の度合いを改善 

  する。                                                   （訳：上山巳歩里） 

 

C.質疑応答                                                  

１）ケニアでは、ガスがないので人々は木炭で料理をし、森林から水や木を運んで来なければならない。日本で

は、田舎に住む人々はどうやって料理しているのか？（Moses） 

A. 日本の田舎では、人々は木炭も使うし、ガスも電気も通っているので使うことができる。（上山） 

 

２）ケニアでは、森林を守るためにグリーンベルト運動のような活動を行っている。日本にはこのような運動はあ

るのか？（Gori） 

A. 日本はインドネシアやマレーシア、中国から安く木を大量に輸入しているので、日本には、グリーンベル

ト運動のような森林を守る運動はない。（小山） 

A. インドネシアでは、日本への木材の輸出のために以前と比べ 70％森林の量が減っている。（中井） 

A. 娯楽施設としてスキー場やゴルフ場を造るために、森林を開拓することは問題になっている。現在は、あ

まり多くの森林を削らないようにしている。（三角） 

 

３）日本に遊牧民はいるのか？（Gori） 

A. いいえ、日本には遊牧民はいない。（三角） 

４）日本政府はホームレスのために何かしているのか？ 

A. 例えば、名古屋に関していえば、政府はホームレスに住む場所を有料で貸し出している。もし政府が無

料で住む場所を彼らに与えてしまったら、ホームレスは自立できないからだ。もしホームレスに家賃を払う
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お金がないなら、その場所から出て行かなくてはならない。（小山） 

A. 政府からホームレスが部屋を借りてから 3.4 ヶ月経てば、彼らは部屋を出て行かなければならない。なぜ

なら、政府は彼らに職を探し、働くことを勧めているからだ。（中井） 

 

５）ホームレスの家は何で造られているのか？（Maina） 

A. 彼らの家は簡易的なもので、ブルーシートやダンボール、いらなくなった資材などで造られている。ケニ

アのスラムで見られるような家とは異なる。（上山） 

A. ホームレスは、屋根があるため駅、駅構内や橋の下で寝泊りしている。（冨永、小山、中井） 

 

Ｄ．まとめ                                                 

日本では、森林伐採というものは近頃あまり話題にならない。その理由は、日本での木材は人件費からとても

高く、海外からの輸入に頼っているからだ。（日本は世界一の木材輸入国な一方で、30 年間森林の減少はなく、

森林保有率は 67%）しかしながら、ケニアをはじめ、多くのアフリカの国で森林破壊は、深刻な問題となっており、

様々な天災を招き、ほとんどの国の 80%以上が農業であることから、国民にとっても深刻な問題といえる。 

生活環境という面でスラムの問題も目を逸らせない。日本では水の汚染による伝染病はほとんどないし、スラ

ムやストリートチルドレンはないけれど、路上生活者は多く存在するし、貧富の格差は近年特に著しいと言われ、

実際生活が困難な人は増えている。 

これらの議題は、日本のことはあまり話せなかったが、これらの問題の取り巻くケニアやアフリカの状況を知る

ことができ、お互いの国の違いや共通点を再認識させてくれるものだった。 

 

E．参考文献                                                                        

参考文献 

（三角） 

石弘之、1993、『崩壊する地球生態系』、筑摩書房 

2003 『世界の森林破壊を追う―緑と人の歴史と未来』、朝日新聞社  

NGO 緑のサヘル事業報告書 200１ 

（上山） 

石弘之、2005、『子どもたちのアフリカ』、東京、岩波書店 

Akare、Thomas、1993、『The Slum』、東京、緑地社 

参考ＵＲＬ 

（上山） 

Wikipedia スラム http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0 

AMDA journal, スラムと若者と HIV/エイズ 

 http://www.amda.or.jp/journal/kenya/0412-18.html 

U.N.Habitat、New UN Habitat Report 

  http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=3177&catid=5&typeid=6&subMenuId=0 



 

 58 

MDGs 目標８  

開発のためのグローバル・パートナーシップの推進 

A．グループメンバー                                                          

大阪外国語大学 4 年 小山郷 

エガトン大学 Simon Muchiri                 
エガトン大学 Immaculate Gori              
エガトン大学 Olivia Njiri    
                 
Ｂ．プレゼンテーション                                                            

＜タイトル＞「MDGｓ達成に向けて日本が最もすべきことは何か」                  （小山郷） 

はじめに 

グローバル・パートナーシップは、ミレニアム開発目標（MDGｓ）の中心的役割となしている。なぜなら、MDGｓ

は、途上国の問題だけに課された目標ではなく、世界 147 国の同意なのだ。 

そして、また、MDGｓの達成のためには、単に援助するだけでなく、協調すること、すなわちグローバル・パー

トナーシップが必要不可欠なのだ。 

「日本政府が MDGｓに資金的貢献をする」というのをよく新聞なんかで目にする。 

日本が MDGｓに貢献する最も大事なことは何なのか。 

筆者が思うに、日本が MDGｓへ貢献するために最も大事なことは、グローバル・パートナーシップを推進する

ことだ。このプレゼンテーションでは、日本がどのようにグローバル・パートナーシップを推進するのか、若者ある

いは JKSC は MDGｓの達成に向けて何ができるのかということを発表します。 

 

1. 日本の ODA は、役に立たないか？ 

日本ケニア学生会議の第 4 期（2003）で行われた開発援助に関する分科会の報告書を見ると、ケニア側メン

バーの意見の中に「僕は、今までなぜ日本がケニアにこんなに援助をするのか理解できなかった」（p50.「日本

ケニア学生会議 第 4 期報告書」）とあり、日本の ODA に対して、快く思わない人がいることもわかった。しかし

ながら、ここで、問題提起をしたい。問題は、日本の ODA そのものなのか。筆者は、ODA そのものに問題があ

るのではなくて、ODA を計画し、実施する過程あるいは日本の対アフリカの外交政策に問題があるのではない

かと考える。 

 

２．日本はアフリカにパートナーシップを持っているのか？ 

麻生外務大臣によると、日本の外交政策は、日米外交を主軸として、国家の安全保障のためのアジア外交、

石油のための中東外交、国連票の獲得のためのアフリカ外交だと言っている。あるいは、アフリカ外交は、外圧

と日本の国内的需要というアフリカ側にとっては他動的な「非アフリカ的要請」によって展開されてきっため、ア

フリカのニーズ、あるいはアフリカ市民のニーズから見た場合、妥当性が低い政策（アフリカ政策市民白
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書.2005）となりうることが多い。 

また、日本の市民の間には、アフリカを支援することに疑問をもつ人が少なくない。あんな遠い国でかつ発展

途上のアフリカを支援して、日本の利益になるのかという意見もある。相互依存のグローバル社会において、ア

フリカと協力しないことが日本のメリットになるとは、簡単には言えないだろうし、アフリカ支援への国際的潮流の

中で、日本の市民が未だにアフリカ支援に疑問を思っているのは、日本の市民のアフリカに対する理解のなさ

から来るものだ。 

 

3.日本は、ＭＤＧｓ達成に向けて何をすべきか。 

 2005 年、グレンイーグルスサミットにおいてアフリカ支援が中心議題となり、先進国において、アフリカ支援の

関心が高まった。2008 年、日本はアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ:Tokyo International Conference on African 

Development）開催し、また同年、日本でサミットを行う。日本でのサミットでは、グレンイーグルスサミットを受け

て、アフリカ支援が中心議題になることが予想されている。このような、潮流において、日本は、今後、どうＭＤＧ

ｓへの貢献をしていくのか。特に、アフリカとの関わりをどう進めていくのか。 

 

日本政府に対して以下の提言を行いたい。 

■ 提言■ 

日本とアフリカの間の政府奨学金による交換留学生の数を 5 年間以内に倍増することを求める。 

日本は、市民レベルにおいて、アフリカの理解を促進するべきだ。アフリカの理解を促進するために最も友好な

手段が、直接交流を促進することだ。そこで、直接交流のきっかけづくりとして、日本とアフリカの交換留学生

（政府奨学金による）を増やすことを求める。 

以下に、地域別留学生に受け入れの数を示す。アジア 93.3%に対して、アフリカ 0.8%は少なすぎるのではなか

ろうか。アフリカの支援を 5年以内に倍増すると小泉首相は、グレンイーグルスサミットにて公言したが、まずは、

学生交流を確実に増やすことが急務だと思われる。 

表：出身地域別留学生の受け入れ 

 留学生数 構成比 

アジア 113，644 93.3％ 

ヨーロッパ 3，106 2.5％ 

北米 1，925 1.6％ 

中南米 1，024 0.8％ 

アフリカ 957 0.8％ 

中近東 656 0.5％ 

オセアニア 500 0.4％ 

合計 121812 100％ 

May 1,2004  

 

＜タイトル＞「目標８：開発のためのグローバル・パートナーシップの推進」 （Simon Muchiri） 
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国際的開発協力のような開発イニシアティブを通しての貧困削減 

国際的な発展を促進－ 

世界的な開発イニシアティブは、以下の 3 つの中心的な原則に基づく世界的な発展協力の新型を進める重要

な動きである： 

・政治や政策決定への市民社会のさらなる参加 

・効果的な国際的提携と協力 

・より大きな国の所有する発展戦略 

我々の世界の富める者と貧しい者間の受け入れがたいギャップを埋めることは、現代で最も重要なチャレンジ

である。したがって、世界的な発展に関するこうした取り組みは、道徳的な懸念であるばかりでなく、世界平和を

成し遂げるための必須要素でもあるといえる。 

 

終わりになるが、世界的な発展への協力は以下のべることがなされている場合にのみ重要で、効率的になりうる

のである。すなわち、 

・健全な政策が国家的に推し進められており、 

・そのような政策を決定する能力を国民が有しており、 

・利用可能な資源が利用されており、 

・国の国家戦略の支援において、献身的な共同体が効率的に調整する、 

ということである。 

 

ポスト冷戦後の国際発展 

 

冷戦の終わり、皮肉なことに、先進国は途上国が一番援助を欲しているときに彼らを見捨てた。国際的な協力

団体からの援助はしばしば国際的な協議事項の促進に当てられた。国際的な発展のための援助は、途上国が

満たすことができない、もしくは途上国自身の優先事項や必要性に関与しなかった条件のもとで行われた。 

 

それと同時に、途上国ではトップダウン方式の経済的、社会的政策がなされた。なぜざら、彼らには、市民や市

民グループが公共的な政策に参加することを実現し、政府の説明責任や透明性を促進する多くの民主的な機

能が抜け落ちていたからである。こうした政府はまたしばしば外国からの多くの援助を管理する能力に欠けてお

り、その結果として物資をダブらせてしまったり、無駄に資源を浪費してしまったり、無意味なプロジェクトを立ち

上げたりするのである。 

 

実際の世界的な発展のイニシアティブ 

 

世界的な開発イニシアティブの基本は以下の事柄を通して進められている。すなわち、 

・地上で 4 つのパートナー国で働き－アルバニア、ガイアナ、マリとモザンビーク と 

・世界的な勢力と方針の貧困国の開発への影響を調べ、地方の経験から教訓を得る高水準開発協力フォー

ラム 
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協力する国のなかで、イニシアティブは政府、民間セクター、市民社会、そして国際的なドナーにより工夫され

た地域（持続可能な開発と民主主義うのための戦略を保有しているということ）単位でとられる。 

 

世界的な開発イニシアティブはこれらの努力によって独特な財産をもたらす。その能力は国際的な開発協力を

高める特別なポジションにおかれ、国際的な開発戦略の組織立てを容易にする。 

 

国家の開発戦略を通した世界的な開発 

 

国の効果的な変革は国外からのエネルギーでは得られないことを認識し、多くの途上国と国際開発機関は国

家開発戦略（National Development Strategy）の概念を重要視し始めた。国家開発戦略は社会の移り変わりや、

ビジネスや政府、非政府組織、個々の市民の様々な場面で必要不可欠な政策、投資、そして活動のための幅

広いビジョンの概略をたたせている。戦略を発展させるプロセスは決定的である。すなわち、参加がなければな

らないし、社会の全ての要素をふくめなければならない。参加型であることは変化をマネージメントし、政府が

人々の声を聞き、人々が決定の主導権をにぎるさらなる民主主義的な文化を発展させるのに必要不可欠であ

る。政府からの招聘の後、世界的な開発イニシアティブは、国家開発戦略を創造するプロセスをを組織し、運営

する、市民社会のリーダーやビジネスリーダー、そして非政府組織の代表と共に実行されねばならない。こうし

た人々によって組織された舵取り集団が開発のプロセスをうまく導くのである。 

・情報を網羅し、広める 

・政策分析チームの育成 

・国全体を通して「市民集会」スタイルのミーティングを行う 

・代わりの公共政策を研究し、討論する 

・政府と非政府組織の間に会合を持ち、議案をつくる 

・選ばれた代表者での問題の討論を促進する 

（訳：中井照大郎） 

＜タイトル＞「目標８：開発のためのグローバル・パートナーシップの推進」 （Olivia Njiri）  

 ゴール８：開発のためのグローバル･パートナーシップの推進 

これは開発・発展へと向けたグローバル・パートナーシップを国々がもつにあたって最も重要なことである。なぜ

なら、ほとんどの国々は自立できないからである。したがってある国は他国を共に協力することができるとみなす

ことができる。 

こういった国は不足したところのある異なる潜在性を持つパートナーを必要としている。 

たとえば、ある国は経済と専門的なノウハウを持っているかもしれないが,逆に天然資源が不足している。それゆ

えこれら 2 国は経済的にお互い強くなれるように協力できるのである。 

ターゲット 17 ＜製薬会社と協力し、開発途上国において、人々が安価で必須医薬品を入手・利用できるよう

にする＞ 
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製薬会社との協力において,先進国は発展途上国に購入しやすい薬へのアクセスを供給するべきだ。2016 年

までにアフリカの国々は他の国からジェネリック薬を輸入すべきではないと要求した、ドーハ宣言は謝罪される

べきである。 

なぜなら、十分な資金のない発展途上国が製薬会社にたとえばコストのかかる薬剤や高い薬のジェネリック薬

を売りこむことは可能ではないかもしれないからだ。 

したがって彼らは低いレート（輸入関税を低くする、または取らないという方法で）、で薬を輸入することを許され

るべきであり、また、先進国はこれらの企業の設立 を助けるための資金の供給と専門的ノウハウの点で支援す

るべきである。 

これは 2 国間の協力を広げる助けになるだろう。 

ターゲット 18＜民間セクターと協力し、特に通信・通信分野の新技術による利益が得られるようにする＞ 

私的なセクターとの協力の中で、新しい科学技術、特に情報とコミュニケーションの利用できる利益をつくるべき

だ。発展途上国は先進国に対して手工業製品の市場を供給できる。たとえばケニアは日本車の最も大きな輸

入国である（マーケティングはケニアのトヨタを通して行われている）。 

また、EU はインフラの開発の支援をするべきだ。これは重要である。なぜならインフラがなければ、コミュニケー

ションは悪化してしまい、開発を抑制してしまうからだ。こういった協力の形は世界の平和や開発に貢献する助

けとなることであろう。                                                                                                                                                        

 

（訳：三角香織） 

 

Ｃ．質疑応答                                               

１）小山郷さんの意見では、援助とアフリカから日本へ勉強しに行くことで、ミレニアム開発目標を達成すること

ができる。日本はこの 2 つの方法でしかミレニアム開発目標を支援できないのか？もしそう思わないのであれば、

他の方法を述べてほしい。（Linda） 

Ａ． その 2 つの方法だけだとは思わない。日本政府は低開発国からの輸入を受け入れている。日本はアフ

リカに関しての知識に欠けている。日本にとって最優先にすべきことは、もっと直接的な意見の交換を推進

することだ。（小山） 

 

２）あなたは今まで生活の中で、その責任のために何かしたか？（中井） 

Ａ． 大学にはコミュニティサービスのアドバイザーがいる。コミュニティサービスには、子供をスラムや孤児院

へ連れていったり、ＨＩＶ感染者、ＡＩＤＳ患者の所へ連れて行ったりする。人々は十分な食事を取れず、ＨＩ

Ｖ／ＡＩＤＳの薬を摂取することができない。マダレやキベラのようなスラムは、とても不衛生すぎるので、き

れいにしなくてはならない。そして、彼らは、孤児院へ行き、掃除をしたり、服を子供に着せたり、子供と一

緒に遊んであげたりしている。（Linda） 

 

３）ＧＮＩとは何か？ＧＮＩとＧＮＰは違うものなのか？ 

Ａ． ＧＮＩは国民総所得（Gross National Income）を意味していて、GNPとは異なる。2004年に、日本のＧＮＰ

は世界で第 2 位だったが、ＧＮＩは第 5 位だった。2005 年はＧＮＰは同じく第 2 位だった。（小山） 
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４）なぜアフリカからの留学生はアジアからの留学生と比べて、少ないのか？（中井） 

Ａ． アジアから日本へ来るのは、アフリカから日本へ行くよりも安く行ける。アジアでは、日本で学ぶ必要性

がアフリカのそれよりも高い。（小山） 

 

５）日本はなぜアフリカを支援するのか？ 

Ａ． アフリカは、アジアやアメリカ、ヨーロッパのような世界のうちの一つだ。私たちは全ての国と協力しあわ

なければならない。日本は、アメリカ、ヨーロッパ、アジアとは提携できているが、アフリカとはできていない。

日本には世界に安全と発展を与える、大きな経済力、責任、そして能力がある。（小山） 

 

６）郷さんは、アジアの国の多くの人々は、アフリカよりも旅費の値段が安価だから日本へ行くと言ったが、それ

が重要な点なのか？（中井） 

Ａ． アフリカは日本にとって、アジアよりも、物理的、経済的、観光の面から考えて遠い位置にいる。だから、

日本人の中には、アフリカと協力することの国の利益を理解できない人もいる。政府はアフリカの重要性を

理解していない。（小山） 

Ａ． 日本人は日本の大学にしか慣れていない。それは、アフリカから行く留学生が少ないのは、彼らが日本

語を学ばなければならないことにある。日本人が日本人のことだけを考えていることに問題がある。

（Linda） 

Ａ． 日本人は確かに日本の大学に慣れてしまっている。しかしそれがこの問題の理由ではない。なぜなら、

アフリカの人々の多くは日本へ勉強しに行きたいと思っているからだ。しかし、彼らはそれができない。そ

れは、日本からの奨学金の小ささに理由がある。私たちは、彼らに日本へ来てほしい。（中井） 

Ａ． アフリカでは、何千人のうちほんの数人しか、奨学金で海外へ留学することができない。（吉田） 

Ａ． アメリカへ留学する学生は奨学金を持っておらず、自分たちのことを心配している。おなじく、日本の政

府はアフリカからの学生に奨学金を与えていないため、彼らは日本へ行くことができない。全てのわけは、

高額のお金、言葉、壁、そして少ない奨学金にある。（Maina） 

Ａ． ケニアには、留学へ行く学生のタイプが 2 種類ある。1 つは奨学金で行く学生、もう 1 つは自費で行く学

生だ。日本では、大多数の学生はあまりお金を持っていないので、奨学金で留学する。（Simon） 

 

D．まとめ                                                 

グローバル・パートナーシップに関する分科会を振り返ると、まず、グローバル・パートナーシップという非常

に多岐に渡る問題を扱ったために、ひとつ一つの議論を掘り下げることができなかった。「開発のためのグロー

バル・パートナーシップの推進」の中には、７つものターゲットが含まれており、他のＭＤＧｓの目標と比較しても、

目標８の内容の多さには目を見張るものがある。開発援助一つをとってもかなりたくさんの論点を抱えた大きな

問題であるのに、それえに加え、貿易の問題、雇用の問題、情報通信の問題、最貧国や内陸国、小島嶼部の

問題など、目標 8 はかなり問題が多岐に渡っている。 

目標 8 が単なる開発援助と限定していないように、先進国と途上国の関係は開発援助をすればいいという問

題ではなく、パートナーシップを持つということが重要視されている。 
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この分科会のトピックに関連して、2003 年 3 月に行われた第 4 期本会議に行われた「開発援助」に関する議

論がある。実際の様子を見ていないけれど、報告書を見る限りでは、ケニア側の日本のＯＤＡに対する考え方

は批判的なようだった。 

しかし、今回の分科会のプレゼンテーションの中で、「日本はアフリカに対してパートナーシップを持っている

と思うか？」という問いをすると、ケニア側メンバー約 10 名が全員賛成したことには驚いた。彼らは、JICA という

名前も、AICAD という名前も知っていたし、それらの活動を支持していた。ケニア・タンザニア・ウガンダの東ア

フリカ三国の主要な大学で活動しているAICADは、大学生にとっては、わりと知名度があるようだ。しかしながら、

AICAD が、日本において知られていないのが、逆に、日本政府の反省すべき点であると思う。 

ミレニアム開発目標に関して日本では、ODA の額ばかりが注目しされているように思えるが、日本は今後ど

のようにしてアフリカとパートナーシップを築いていくのか、あるいはパートナーシップの関係はどういう関係なの

かを考えていかなければいけないだろう。 

ドナー国、被援助国という用語は、上下関係を表す言葉で、パートナーシップの関係を表しているとは言い難

い。 

日本ケニア学生会議も日本とケニアの学生の活動を通じて、パートナーシップと呼べる関係を模索していく

必要があるように思う。パートナーシップづくりに向けて、政府も、NGO も、大学も、企業も、協力しあって進めて

いく必要があるだろう。日本ケニア学生会議も、これらの機関と協力しあいながら、学生という立場を生かしたパ

ートナーシップづくりに貢献していって欲しい。 
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「日本の今と昔、そしてケニアの将来」 

Ａ.グループメンバー                                                         

東京外国語大学 1 年 中井照大郎 

 

Ｂ.プレゼンテーション                                                            

＜タイトル＞「日本の今と昔、そしてケニアの将来」                      （中井 照大郎） 

 

日本の精神と日本の発展の関係 

前提：日本の自慢、エゴイズムでこういうことを言おうとしているのではない。ケニアの将来をどういう方向に向け

ていくかのためにこういう話をする。私がたまたま日本人だから、日本を例にとって話すだけのこと。 

 

日本は経済大国だが、国民は本当に幸せなのか？ 

 

話題の目標：ケニア人ってどうなるにはいう人たち？→民族の性格の把握、 

それを生かした将来への展望とは？ 

 

「ケニアの人々が本当に幸せになるにはどうしたらいいのだろうか。」 

 

要は、日本の矛盾を紹介し、ケニアの本当の幸せをどう実現するかを考えてもらう。 

 

○ 日本の矛盾 

良い面：経済的な豊かさ→トヨタ 精神的な豊かさ→武士道、 

悪い面：地方と都心の二極化、自殺率、幸福率(？)の高さ、 

 

本当に幸せなのは、経済的な状態では実現できない可能性が高い。 

 

 

１武士道とは何か 

 ○「騎士道の規律」→戦闘におけるフェアプレイの精神(P17) 

 ○ 武士＝cniht 職業階級としての武士 

○ 武士が守るべき規律あるいは教育を受ける道徳的作法 

 ○ 口伝または、著名な武士の格言 

 ○ 何十年、何百年にもわたって武士の生き方の有機的産物→一個の頭脳がなしえたものではない 

○ 封建制の時代と起源が一致→武士道もその錯綜する性質あり 

武士 

商人 

農民 
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○ 実践的 

武士道精神の根本 

名誉、情愛、信義 忠義、愛国心、犠牲、非損得勘定、感情、潔白、質素、倹約 

 

 

・武士道として 

 人のために尽くすこと。All for one 自分の利益を省みない。 

 武士は大将の首をとるなど、自分の大将を喜ばすことや、事柄を成して有名になり、郷土の身内を喜ばす（故

郷へ錦を飾る）ことに名誉を感じ、信義とした。 

 

○現代への影響 

・戦後の高度経済成長期（ポジ） 

西洋人から見下されることに対する悔しさ、名誉心から生まれる不満 

  =Japanese rapid economic growth after WWⅡ 

    mortification/dissatisfaction against European despising,  

・年功序列制度→平等、反個人主義、個人よりも集団を重んじる風土を利用 

 =seniority system: the rank that you have in a company because of the length of time you have worked there 

→Japanese like equality and anti-individualism. People think that others are more important than himself. 

 

・終身雇用→一つの会社に勤め続けることに忠誠を感じる、愛国心、愛校心、愛社心 

permanent employment→loyalty for company 

・第二次世界大戦（ネガ） 

神の国(god’s country)、神風特攻隊(god-bless commando)、自分を捨ててまでする忠誠が裏目にでた(the 

loyalty for others/country ,patriotism, makes big victims) 

自己犠牲の精神(the spirits of sacrifice himself) 

倹約や質素を徳目とする武士道がそれを加速させる(the spirits of economize make people endure living in 

the war) 

 

C．まとめ                                                 

私は、今回の第８期本会議において、論題としてすでに決まっていた国連のミレニアム開発目標（MDGｓ）を

逸脱して、貧しい人々をどうすれば救えるのかということを日本の例を引用して、プレゼンテーションをした。従

って、この論題でプレゼンテーションをしたのは私一人であった。 

① 経緯と設立理由 

私がこの団体に入ったのは今年の５月で、その以前から続く準備には参加できていなかった。従って

参加した時点で既に本会議の議題や様々な事柄が決まっており、その中で自分のプレゼンテーション

をやるしかなかった。しかし、MDGｓというテーマは、参加したばかりの私にとっては少し発展しすぎた議

題の様に感じた。従って、日本とケニアの交流団体であり、かつ学生団体である、ということを利用して、
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新しい議題で本会議の分科会を作ろうと思い立った。また、ケニアと日本は文化的にも、また地域的にも

遠い国同士であるから、様々な固定観念に陥った考えが両国の間には存在すると考えた。今回の本会

議はケニアで開催されるので、日本側のメンバーはそれを打ち崩すことが可能だが、ケニア側は日本の

実態、日本の今を知る機会がなく、それではこの団体の根本的な存在理由が疑われてしまうのではない

かと思った。加えて、私の個人的な気持ちとして、日本人だからこそできる様なケニアの将来への提案を

したかった。私は日本という遠い国からきたのだから、彼らケニアの国民とはまた違ったケニアの見方を

もっている可能性があり、それを彼らに提案することで何か新しいケニアの見方を彼らに育ませる様なち

ょっとしたスパイスの様な役割を演じることができればいいと考えた。従って、日本の実態を紹介しつつ、

多くの国民が幸せなケニアの良き将来はどうすれば実現するのかということをプレゼンテーションした。 

② 内容 

まず、日本人の気質を紹介し、日本の高度経済成長期における日本企業の体制（終身雇用や年功

序列制度など）を説明した上で、それが日本人の気質と合致していたため経済的に成長できた大きな要

因だったと説明した。その上で、ケニアが日本のような強い経済力をもつのではなく、できるだけ多くのケ

ニア人が貧困から抜け出しある程度の幸せを獲得できるような経済力はどうすれば実現できるかというこ

とを私個人の意見として説明した。また、日本が抱える問題も写真などを使って紹介した。たとえば、夜

の新宿の煌びやかなネオンと対照的に、川沿いに延々と続くホームレスのダンボール小屋などがある。

ケニア側のメンバーは日本にも貧しい人々がいることに驚いていた。そのほかにも、ケニアという遠い国

の人々に日本を知ってもらうには良いと思い、日本にいる間に出版社を訪問して、新渡戸稲道の『武士

道』を 5 冊寄贈してもらった。それをケニアの大学や日本大使館の図書室に贈った。それを彼らに読ん

でもらうところまではこぎつけることが出来なかったが、日本に興味を持った学生がそれを手にとってくれ

ることを切望している。 

③ 最後に 

プレゼンテーションは私自身の能力不足もあり、なかなか思うようにはいかなかったのだが、伝えたい

ことは伝えることができたように思う。ディスカッションは時間的な問題もあってできなかったのだが、ケニ

ア人の反応は悪くはなかったように思うし、彼らにとって新しい事実を与えることができたように思う。彼ら

が今後どのような人生を送るかはわからないが、その時々で、私のプレゼンテーションやこの学生会議を

きっかけとしてすばらしい世界観をもち、ケニアや世界のために活躍することを切に願う。 

最後になりますが、何処の骨かもわからない若造に本を寄贈してくれた、日本洋書販売の賀川洋様、

楠本忍様をはじめ、お世話になった方々、本当にありがとうございました。 

 
D．参考文献・参考ＵＲＬ                                          

新渡戸稲造著 『武士道』  岩波文庫 

Ｉｎａｚｏ Ｎｉｔｏｂｅ “Ｂｕｓｈｉｄｏ”  日本洋書販売株式会社 

Ｗorld Ｖalues Ｓurvey  http://www.worldvaluessurvey.com/ 

GNH-study.com http://www.gnh-study.com/htm/happiness/concept.php
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第 4 章 参加者体験談 
 

◆「個人体験談」 Tom Ogol 

 

◆「個人体験談」 Simon Muchiri 

 

◆「日本ケニア学生会議、本会議における私の体験」 Olivia Njiri 
 

◆「私が生で感じたケニアの世界」 冨永昭太  

 

◆「見えないものを信じる力」 小山 郷  

  

◆「ケニアでの１ヶ月」 腰田裕子 

 

◆「Kenya で感じたこと」 吉田良子 

 

◆「私がケニアで得たこと」 大山淳子 

 

◆「Kenya で感じたこと」 橋本芙美子 

 

◆「ケニアの大地に抱かれて」 三角香織 

 

◆「ジャンボ！私のアフリカ！」 上山巳歩里 

 

◆「第 7 期日本ケニア学生会議」 野々瀬香織 

 

◆「この素晴らしき通過点」  中井照大郎 
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「個人体験談」           

 Tom Ogol エガトン大学  

 

 第７期日本ケニア学生会議は本当にすばらしい体験になった。私は、この会議のリーダーであり、委

員長を務めた。これはとても有意義なものであった。この会議は、私にＪＫＳＣのメンバーとしてメンバーに

従事し、働く機会を与えてくれた。注意深く準備を重ねてきたことは、計画どおりに事をすすめることがで

きた。 

 この本会議の間、メンバーやそれ以外の学生はさまざまな機会を得た。それは、大使館や日本企業に

勤める方々にお会いすることができたこと、旅行したこと、楽しいときを過ごせたことなどだ。 

 私がこの会議で得たことは、的確な目的を持つことが本当に大切だと確信できたことである！何事もし

っかりと目的を持って進めていくことが大切なのだ！ 

私は日本側との相互交流の結果、多くのことを学んだ。私は、時間を守るという能力が大変向上できた

と思う。この時間を守るという文化は、すべての国・地域・コミュニティの発展においてとても大切である。 

 私たちが過ごした、充実していて刺激的な時間をとても貴重に思う。私は、より多くの日本、およびケニ

アの若者がこの様な経験を継続してくれることを望む。 

 ＪＫＳＣは、飛躍的な成長を遂げた。未来は明るく輝いている！私は、私たちの活動が、近いうちに私

たちの社会を大いに飛躍させると確信している。 

 ７期の成功に貢献してくれたすべての人々に感謝している！ 

 私は、来年８期の本会議開催を本当に心待ちにしている。 

 Let’s take action together! ＪＫＳＣバンザイ！                              

（訳：大山淳子） 

 
「個人体験談」 

Simon Muchiri エガトン大学 

 

会議中は本当に楽しむことができたと言える。そしてもっと興味深く、改めて認識させられたのは、人

は国籍に関わらず同じ論理のもとで考えるということだ。また、JKSCJapan のメンバーは国際的な事柄に

関係する専攻をとっている人のみが海外旅行や新しい出会いに興味があったが、JKSCKenya のメンバ

ーは専攻に関係なく国際的な事柄に興味があったことにも気づいた。 

しかし、全てはつつがなく終わった。めでたしめでたし、だ。全ての JKSCJapan メンバーは、ぜひまた

ケニアへ戻ってきて良い大使になってほしい。JKSC ケニアのメンバーの辛抱強い精神と協力には、何

度でも感謝したい。 

JKSC に幸あれ。地球に幸あれ。 

日本とケニアの関係に栄光あれ。 

（訳：中井照大郎） 
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「日本ケニア学生会議、本会議における私の体験談」 

Olivia Njiri エガトン大学 

 
この日本ケニア学生会議は私にとってまったくの新しい体験でした。 
それは私にとって、主に日本に注目して自国や他国で起こっていることへの想像力を広げ

てくれるものや啓発でありました。それは、私達が違った異なった背景（発展途上国と 2
番目に大きい経済大国）をもつメンバーとしてできる意見共有や交換することで 2015年ま
でのミレニアム開発目標を達成するのにお互い助け合うのに、良いフォーラムとして、目

的にかなっていたものでした。 
この相互作用は学問的に、そして社会的に価値のあるものであり、この本会議を通じて、

私は名誉ある方々と会うことができました。そしてその方々は、私に大志を持ち、私たち

ができるときはいつでも貧しい人に手を差し伸べるように促し、助言してくれたのでした。

また、私はいくつかの日本企業やケニアにある機関を訪ね、この国での日本企業や機関の

発端やどのように彼らは月日を経て成長してきたのか、ということ、彼らが直面している

挑戦や彼らが、国内で最も成功している企業の中に存在するために、どのようにそれらの

挑戦に対処しているのか、ということを知りました。 
私は積極的に、ケニア側にいた他の大学や学部の生徒や、日本側から新しい友人ができ

たし、私たちが共に過ごした間、私は個人としてのレベルで彼らを知ることができ、彼ら

とは永久的な友情関係となると感じました。 
日本人について私に印象を与えた、特筆すべきことは彼らの分かち合い精神、純真さ、

そして彼らがとても親しみやすいという事実でした。 
彼らはまた私にある事実について考えさせてくれました。それは、彼らはさらに技術的

に進んでいるが、まだ私達が当然のこととみなしているもの、たとえば、星々や、彼らが

主に田舎として言及している、澄んで、静かな自然、私達の食べ物といった、些細なこと

への真の価値を認めているという事実です。 
文化交流会はすべてのクライマックスでした。ここで、私達は食べ物や服、ダンスやレ

ジャー活動などを含めた自国の文化を見せたり、展示をしました。この出来事は私に、そ

の人達の背景、経歴にかかわらず、誰もをありのままに認めることを教えてくれ。なぜな

ら、つまるところ、私達はあることや他のことを達成するためにお互いを必要とするだろ

うからです。同じく、私はお互いを、またはあらゆる人を独特にする多様な違いを知るこ

とができました。 
私は来年日本を訪れるチャンスを持つケニアの学生がその機会を最大限に活用し、彼ら

の時間を上手く利用して欲しいと期待しています。 
LONG LIVE JKSC!! KEEP THE FIRE BURNING!!!      

（訳：三角香織） 
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「私が生で感じたケニアの世界」           

 冨永昭太 立教大学 ２年  

 

 

 私の人生において日本大陸、はたまた日本の本州を離れる経験というのは 20 年という年月を生きた

中で一度もなかった。自分は言ってしまえば、純粋な日本に生まれ日本で育った、日本男児である。日

本の外の世界、もしかしたら自分のホームタウン以外の世界に関して何も知らずに生きてきた、無頓着

な 20 歳の男であるかもしれない。外の世界の知識を知りえる機会といえば、テレビや新聞、雑誌やイン

ターネットくらいである。しかし、実際は、生に外の世界を感じたいと常々思ってきた。そのように感じて

いた私が、ついに日本という非常に小さなコミュニティーを飛び出し、外の空気を触れることができるとい

う機会を得ることになる。ただその時思ったのが、別に最初が日本から想像を絶する程遠く離れたアフリ

カの東に位置するケニアではなくともいいではないかということだった。しかしながら、私は始めての海外

にケニアを選択したのである。 

 日本に帰ってきてよく友達にこのように質問される。「ケニアはどうだった。」と。私はこの質問に対して

どう答えたらいいのか、いつも返答に悩む。たかが 3 週間ばかししか滞在していない私にとって、簡単に

ケニアを語るほどの経験があるとは決して言えない。しかしケニアを少なからず見てきた、経験してきた

私にとって、この質問に答えることは義務である。そこで私はこのように答えるように決めている。「本当

に楽しかった。」と。中身のない答えであると思うが、これが私の率直な答えである。この一言に私のケニ

アでの経験が凝縮されているのである。確かに楽しいことだけではなく、日本とケニアの文化の違い(特

に時間の意識の差)に困惑し、辛い気持ちになったこともある。しかし、こう考えてしまえばどうであろうか。

このような文化の差も、日本を離れていなければ決して感じてはいなかった。つまり、私は普段何気なく

生活していては全く気づくことのないことに、気づくことができた。すなわち、私の狭かった視野が以前よ

りもはるかに拡がった。私はこのようにして、たとえ楽しい経験でも、嬉しい経験でも、辛い経験でも、怒り

を感じたことでさえも、すべてをプラスに受け入れることができた。具体的にケニアのことについて述べて

いないが、私はこの文章を読んでくださった方々に、新しい世界に触れることのすばらしさを感じていた

だきたいと思い、このような文章を書いた。 

 私としては、ケニアは私の世界観を初めて大幅に変えてくれた救いの国だと感じている。これほど私に

対して影響を与えてくれた国のことをどうして忘れることができようか。私が何かにつまずいて立ち止まっ

てしまった時には、再びケニアに戻っていきたいと思う。 

 

 

「見えないものを信じる力」 

                                            小山 郷 大阪外国語大学 4 年 

 

 

見えないものを信じることは、時に容易ではない。 
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 例えば、今、君が友達と二人で喋っているとしよう。当たり前のことだが、その友達が「そこにいる」という

のはわかるし、コミュニケーションだってとれる。しかしながら、国境を越えて会ったこともない人とコミュニ

ケーションをとるのは簡単ではない。 

日本ケニア学生会議は、インターカレッジであると同時に、インターナショナルな学生団体だ。大学を

超え、地域を超え、国境を越えたメンバーと 8 月のケニア滞在のプログラムを共に考え、共に作っていく

ことはなかなか難しいことだ。今年は、日本側のメンバーが全員入れ替わり、誰一人としてケニア側のメ

ンバーの顔を知らないという環境の中で、メールや国際電話を使ってやりとりをした。顔を見ない関係で

は、「相手が何を考えているのかわからない」と思ったり、自分の考えをうまくいえなかったりして、しばし

ば誤解や衝突が生まれる。 

「相手が何を考えているのかわからない」と思うのは、相手を自分と同じような考えだとみなして相手が

何を考えているのかわかるものだと思い込んでいるのではなかろうか。相手が自分と違う人間だというこ

とをしっかり認識して、次の５つのことを大事にしてほしい。 

１．相手の言うことを受け止める寛大な気持ち 

２．相手がなぜそう考えるのかというのを理解しようとする気持ち 

３．自分の考えを伝え、なぜ自分がそう思うのかと粘り強く伝える気持ち  

４．妥協をする気持ち 

５．相手を尊敬し、信頼する気持ち 

相手が目の前にいて面と向かって話ができたり、相手がどんな人か知っていたりすれば、顔をみない

コミュニケーションでもわりと話はしやすい。顔も見えなくて、どんな奴だかわからない相手でも、信じるこ

とで前に進める。同じ組織にいるんだから、きっと自分と共有できる考え方を持っていて、分かり合える

はずだ。 

姿は見えないけど、彼らは確かにケニアにいて、僕らと同じように日本ケニア学生会議のために活動

をしているんだということを常に信じていた。彼らは、彼らの思うことをなげかけてきて、僕らの言うことに

耳を傾けてくれて信頼関係が築けると信じていた。 

もちろん、信頼関係を築くのは簡単なことじゃあない。 

相手の言うことを100％受け入れるような我慢をする必要はないし、自分の言うことを 100％そのまま相

手に受け入れさせようと強引にならなくてもいい。 

言うことは言って、聞くべきところは聞いて、コミュニケーションをすることを諦めないで欲しい。 

見えない未来と見えない距離にいる相手を信じる力を大事にして欲しい。 

 

 

「ケニアでの１ヶ月」 

                                         腰田裕子 大阪女学院大学 3 年 

 

 

今回、私は約１ヶ月ケニアに滞在した。この１ヶ月は日本ではもちろん、ふつうの旅行では体験できな

い様々なことがあった。まず、エガトン大学での１週間滞在。エガトンの学生でもない私たちが現地の学
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生と部屋をシェアして、一緒に寝て、食事して、洗濯をして、星をみたり、歌ったり、笑ったり。特に、ミレ

ニアム開発目標についてディスカッションしたのは印象深い。ケニアの学生の知識の高さ、勉強に対す

る意欲、そして日本で勉強したい、という学生の多さに驚いた。 

本会議が終わって私はケニアの抱えている問題にふれた。ケニアの田舎にまだ残る家長制度や、た

くさんのエイズ孤児と会った。そして横流しされた支援物資で溢れかえっているキコンバスラム。そこで

使われている生活用水が直接流れる川の汚れ、臭いは想像以上のものだった。また、約５０万人が住ん

でいるキベラスラムにも行った。そのなかでアヤニ女性グループ（Ayany  women  group）と出会った。

５０人近いシングルマザーの女性の集まりで、日雇いの仕事をして日々生活し、仕事がもらえないときは

団体グループの持っている作業場でカーペットや服、毛糸を作って売っている。彼女らはまだテストをし

ていないが、HIV/AIDS に感染している可能性がある。キベラに住む女性の中には自分がエイズだと気

づきながら売春して日々の生活費を稼いでいる人もいる。これらの問題は日本にいるとなかなかわから

ない問題であり、これからケニアと関わっていくなかで、避けてはならない問題である。 

私にとってケニアはとても大切な場所。そう思うのは、人々の笑顔、文化、生活スタイル、満点の星、

そして７期の大切な仲間と過ごした場所だから。私はますますケニアが好きになった。今回７期の本会

議が終わってそれぞれが得たものは大きいものになったと思う。来年の日本開催に向けてみんなで１つ

になって、たくさんの人にケニアを、アフリカを知ってもらいたい。２１年間生きてきて今回のケニアでの１

ヶ月の滞在なんてほんの一握りの期間かも知れないけれど、残りの学生生活をよりアフリカ色に染めた

い、これからもアフリカと関わっていきたいと思った。そして、いつかまたケニアに行きたいと思う。 

今回の本会議開催に向けて、後藤千枝さん、神戸先生をはじめたくさんの方々にお世話になりまし

た。私たちをいつも支えてくださった方々に心から感謝します。 

 

「Kenya で感じたこと」 

                                 吉田良子 大阪外国語大学 2 年 

 

私は大学でアフリカ、言語はスワヒリ語を専攻している。元々、世界の南北問題に興味があり、それ

を解決するためには、発展途上国の事をローカルな視点から見る必要があると思い、それなりにアフ

リカに興味を持ちつつ、大学で勉強してきた。しかし日本で入手出来るアフリカの情報といったら、貧

困、飢餓、旱魃、紛争、治安の悪化、低成長・・など極端にマイナスなものが多く、しかもその絶対量

が少ないので、実際のところはどうなのか、という疑問が常にあった。スワヒリ語を勉強していても、何

か親近感が沸かず、苦痛さえ感じていた。 

とりあえず、自分の目でアフリカを見てみたい！！そんな思いで、JKSC に参加することにした。 

実際ケニアに行ってみて、行く前の想像と同じ部分もあれば、違う部分もたくさんあった。例えば、街

並みは聞いていた通り、スラムもあれば、私達のそれと変わらない建物も多くある。ナイロビでは貧富

の差を日々感じた。一方で、エガトン大学への道のりで見た、緑豊かな景色は、正直なところ、アフリ

カのものとは思えなかった。その時、自分がいかにステレオタイプなアフリカしか知らなかったんだ、と

思い知らされた。また、分科会で、世界のグローバル化が話題になった時、ケニア側の意見は、私の

予想に反して、とてもポジティブで野心的なものだった。私は、グローバル化の中では富める国と貧し
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い国の差がますます広がるから、途上国がグローバル化を肯定するはずがない、と勝手に思ってい

て、それを推し進めることによって成長している先進国、日本経済を悲観していた。しかし、彼らは違

っていた。不利な条件の中でも、その中でいかに発展していくかを真剣に考えていた。もちろん、ケニ

アの数人の学生の意見が全てではないが、今回直接話してみて、悲観しているだけの自分が恥ずか

しく思えた。今ある状況の中でお互いが成長出来るような世界にするためにはどうしたらいいか、そう

考えるようになった。 

もっとも、これらは私から見た観点であり、正しいかどうかは分からない。しかし、日本で本を読んだ

だけでは得ることの出来ない多くのものを学んだ。ぼんやりとしかなかった自分にとってのアフリカが、

少し身近に感じられるようになり、そしてやはりもっと知りたいと思うようになった。 

また、JKSC についても考えた。日本とケニアの学生が交流し、議論することは、滅多にないことで、

それだけでも大変意義があると思う。しかし、分科会や、他の会議の活動を、いかに行動に移していく

かが、今後の課題でもあると思う。本会議中だけでなく、日本とケニア、離れている間も何か同じ目標

に向けてお互い行動し、目的を達成することで、よりよい会議を作っていけると私は思っている。 

今回、私達が思い切りケニアを楽しむことが出来たのも、後藤さんをはじめとする多くの OB・OG の

方々、そして、ケニアメンバーのおかげである。来期は私達がホストになって、ケニアメンバーに日本

を楽しんでもらえるよう、全力を尽くしたい。  

 

「私がケニアで得たこと」 

                                大山淳子 大阪外国語大学 3 年 

 

 こんなに充実した夏休みの日々を過ごせたのは初めてだ。私はこの本会議を通してたくさんのことを

経験し、たくさんのことを得た。個人での旅行ではこんなにもいろいろな経験をすることはできなかった

だろう。日本ケニア学生会議だからこそだ。 

 ケニアに行く前と後を比べると、私はものの考え方が大きく変わったように思う。マスコミの伝える飢餓、

貧困、砂漠というものだけがアフリカではないと頭では理解していたものの、やはり実際に行ってみて初

めてアフリカというものが、すべてではないが感じ取れたと思う。生のアフリカを経験できたということは、

これからも私にとって大きく影響を与えていくことだろう。 

 また英語に関しても考え方が変わった。私は自分の英語力に自信がなく、自分の話す英語を聞かれ

るのが恥ずかしかった。間違いをからかわれるのが嫌だったからだ。だから、今まではできるだけ英語を

話すのは避けてきたが、ケニアへ行くとなってはコミュニケーションを図るためにもそういう訳にもいかず、

自分から声をかけていこうと努力してみた。初めは、「きちんとした英語を話さないと。」という思いが先行

して話しかけるのに躊躇することもあったが、日が経つにつれ、崩れた英語でも意味が通じればそれで

いいと思い始め、英語を話すことにも恥ずかしさを感じなくなっていった。大事なのは完璧な英語を話す

ことではなく、話そうと努力して、伝えたいことがあるのだ、と伝えることだ。そうすると、相手は私の言って

いることを聞き取ろうと耳を傾けてくれる。何事もまずは相手に自分が何をしたいのかを伝えることが大

切なのだと気づいた。 

 ケニアでの3週間、私たちはケニアの学生と共に過ごした。彼らと常に行動したことが、私にとって一番
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大きかったと思う。分科会でアフリカの抱えている問題について話し合ったときも、本やネットの情報では

なく、当の本人たちの意見を聞くことができた。彼らは自分自身の意見をしっかり持っていて、もし自分

の意見に反論があればそれに対して理由を挙げてさらに反論することができる。反論されると私はどうし

ても自分の意見に自信が持てなくなり、相手の意見を受け入れてしまう。そうならないためには、自分の

考えをあいまいなままでなく、はっきりさせておくことが必要だと彼らから学んだ。これからは、自分の意

見に自信が持てるように自分の考えをしっかり持って、自分の意見を言える人になりたいと思う。 

 この本会議を通し、私は自分自身成長できたと思う。もちろん反省点もあったが、それは次回の本会

議で同じことで反省することのないように活かすつもりだ。 

この日本ケニア学生会議のメンバーとしてのケニアでの経験は私にとって大切な忘れられない経験

になった。第 7 期をこのメンバーでできたことをうれしく思う。 

これからも、JKSC、ケニア、そしてアフリカに形はどうであれ関わっていきたい。 

 

「Kenya で感じたこと」 

橋本芙美子 大阪外国語大学 3 年 

 

 私は海外が初めてで、出発の直前まで不安でいっぱいでした。知らない土地での生活だし、初めて会

うケニアメンバー、おなかをこわさないように、など。そして一番の心配が団体行動でした。でも、今思え

ば、無用な心配でした。私がＪＫＳＣで得たものはたくさんありますが、一番は、すばらしい仲間に出会え

たことです。私は事務的な仕事を一切していなくて、みんなについていっただけで、ほんとうに申し訳な

いです。ケニア側との連絡の取り合い、訪問先への連絡、本会議のプラン、大変だったと思います。団

体であることは、時には自分の思うようにいかないこともありますが、私はみんなと一ヶ月一緒に過ごせて

ほんとうによかったです。この一ヶ月で、人とのつながりがとても大事だと感じました。ケニアにいる日本

人の先生やＪＫＳＣの先輩たちと連絡をとって、町を案内してもらったり、海外で何かあったときに頼れる

人がいることはとても心強いです。また、ケニアの学生をみていて思ったことは、ケニア人は友達や家族

をとても大事にしていることです。とてもすてきだと思います。私ももっと人と関わって、つながりを大事に

したいです。人と話していくなかで、さまざまな考えを知ることは、新しい発見がたくさんあるし、自分の世

界が広がると思います。もっと他にもいろいろな国へ行って世界を知りたいです。それに、外国を見て、

日本がどれだけ治安のよい国かということが初めてわかりました。どれだけ物質的に裕福な生活をして

いるかということも。 

 今回のケニア訪問は、私にとって今後を考える大きなきっかけとなりました。私たちを支えてくれたみな

さん、メンバーのみんな、ありがとうございました。                

  

「ケニアの大地に抱かれて」 

                                 三角香織 立教大学 3 年 

 

学生のうちにサハラ以南のアフリカに行って見たい！それは小学生の頃からの夢でしたが、個人とし

ては東アフリカは遥かに遠い国でした。今回 JKSC に参加でき、大学生でついにそれが実現し、今回の



 

 76 

メンバーと一緒に行けたことに感謝しています。 

ケニアでは予定がいっぱいで目まぐるしい毎日でしたが、本当に何もかもが楽しかったです。 

それは、見たもの、感じたもの、色々挙げるとキリがありませんが、特に人との出会いが私の中で大き

かったです。初めて会う関西メンバーやケニアメンバー、神戸先生や大使館などの現地でお世話になっ

た人々から、マタツの運転手や村の子供達にいたる人々との交流は貴重な経験であり、生の人間の暖

かさ、ケニアの人々の開放的な気質を感じることができました。 

中でもエガトン大学で過ごした 10 日間は、本当にケニアの大学生と同じ生活を味わうことができ、あま

りの心地よさに、心底ここから離れたくない!!と考えてばかりでした。今でもあのマンタジ（朝食の揚げパ

ン）の味は忘れません。もちろん食べ物だけではなく、エガトンの美しい空や溢れる自然の豊かさも、普

段都会で暮らしていることもあり、見ているだけなのにすべてがワクワクの連続でした。地球って本当に

すごい惑星なのだなぁ！！っと、宇宙規模に感動しました。「母なる地球」を実感。 

一方で、ナイロビでは人間の生命力を実感しました。ショッピングセンターや豊富な品揃えのスーパ

ーが立ち並ぶ中心部から少し先に行くとスラムがあったりするのですが、そこでは多くのトタンや木材、

黒ビニールからできた家々が並び、また、そこで商売する人、家事を行う人、遊んでいる子供達などが

いて、そこで生活せざるを得ない状況ではあるにしても、懸命に生活して生きようとしている人々の様子

は、私達が享受して当たり前と思って忘れてしまっている生活や生きることの基礎を改めて教えてくれた

気がしました。 

このようなすばらしい体験ができたのは、皆がいたからです。それは創設者の千枝さんであったり、今

までの積み重ねに関わってきた先輩方であったり、今回共に支え合い、一緒に考え、過ごしてきたメン

バーでありますが、今回行って、何期も前のメンバーと関わってきたケニアの学生達と出会い、すべては

小さな積み重ねの上に立ち、自分もまた JKSC の歴史の 1 ページの一部なのだという事を強く実感しま

した。 

現地に行く前から、今でも迷惑かけてばかりで、7 期のメンバーにはいつもお世話になってばかりです。

反省するとともに、本当にいつもありがとう！！皆に出会えて、共にケニアで時間を共有できて本当に良

かったです。行く道は違っても、またどこかでみんなと繫がっていられますように。 

 

「ジャンボ！私のアフリカ！」 

                            上山巳歩里 大阪外国語大学 2 年 

 

「アフリカに行ってみたい！」と思い始めて５年が過ぎた。そして２００６年、日本ケニア学生会議をきっ

かけに私の初めてのアフリカへの旅が動き出した。メインでもある分科会の準備に追われながらも、毎日

アフリカへ向けて出発するのが待ち遠しかった。一つ一つ準備が整うにつれて、アフリカが近づいてくる

ように思えた。 

ケニアの空港に降り立った瞬間の気持ちを今もまだ覚えている。５年越しの思いが叶った瞬間、ケニ

アの広くどこまでも続く青々とした空、タクシーから見える町の風景や広い大地の上で悠々と草を食べる

キリン、すべてを体全身で感じた時、自分が今アフリカの地に立っていることに感動し、一瞬目の前の景

色が涙で滲んだ。私のアフリカが始まった！ 
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２週間の分科会、始めの１週間をエガトン大学で過ごした。マタツから見える、ナイロビとはまた違った

町や村、山や湖の風景にまたさらに気持ちが舞い上がった。毎日が宝箱を開けるかのように楽しみで楽

しみでしかたなかった。４日間の分科会では、自分の発表の日が近づくにつれ、緊張が激しくなった。

英語に対する不安や自分の意見をちゃんと言えるかなど、考えれば考えるほど胃が痛くなった。先進国

に生まれ育った私たちと、途上国で育ったケニアメンバーの間には、取り上げたテーマ一つ一つに対し

て異なった考え方や意見が飛び交い、でも同じ学生という立場では、今後の未来を担う若者としての役

割など熱い討論ができたと思う。私は個人的に、日本人とケニア人の「学ぶ」ということに対する意欲の

差を感じた。私たち日本人にとって、教育を受けることはごく当たり前のようになっているが、ケニアでは

事情が異なる。学べることに感謝の意を持ち、日本人以上の意欲を抱いているように思えた。英語や知

識、積極性の面において、自分自身の無力さや無知さを改めて思い知らされた。しかし、自分の「学ぶ」

ということに対する考え方が少し変わった気がする。もっと色んなことを知りたい、知識を得て、色んな人

と意見を交わし、自分の視野を広げていきたい！と純粋に思った。 

分科会以外にも、シンポジウムや日系企業や日系国際組織の訪問など今まで知らなかった世界を知

ることができた。難しい話も多く、理解するのが大変だったこともあったが、一つ一つ自分の知らなかった

世界が知ってる世界に変わっていくのが楽しく思えた。また、これらを通じて、さらに多くの人と出会い、

言葉を交わせたことが自分の貴重な財産となり、自分の視野も広がった。 

自分の居慣れた場所で居慣れた人といることは簡単だが、新しい出会いや新しい出来事に出くわす

こともない。外の世界に踏み出していくには、難しいことや苦労も増えてくる。時には不安や苦しみに心

がやられ、涙を流すこともある。しかし、外に出れば出るほど見えてくるものが多くなり、出会う人の数も

多くなり、そして自分が感じ、考える幅がぐんと広がる。JKSC に参加し、日本、ケニアの両国において多

くの友や人々に出会えた。そしてこれからも多くの場面で多くの人々と出会い続けるだろう。外の世界で

不安を感じることもあるけれど、でもそれ以上に私を待っていてくれるもの、待っていてくれる人がたくさ

んいる。それだけで、自分の人生が大きな冒険となり、前に前に進むことが楽しくなる。これが、この旅を

通じて一番に感じ、得たものだ。 

私のアフリカ冒険はまだ始まったばかりだ。まだまだ見えていないものも多くあり、驚きや悲しみ、自

分の中での葛藤も多く起こってくるだろう。でも、今も５年前もアフリカに対する思いは変わっていない。

むしろ強まったかもしれない。これからも、自分の目で多くのアフリカを見て、感じて、そして出会ってい

きたい。私はまだ、スタートをきったばかりだ。これから私のアフリカは始まっていく。急ぐことも、焦ること

もない。Pole Pole で進めばいい。それこそがアフリカなんだ！！ 

 

「第 7 期日本ケニア学生会議」 

                                        野々瀬香織 東京外国語大学 1 年 

 

  私が JKSC に入ったのは四月に JKSC のバーベキューに行ったことがきっかけだった。 

初めは全然入る気も無く、ただ楽しいかなと思ったから行っただけだった。でもそこで後藤千枝さんや山

崎美緒さんをはじめたくさんのすばらしい人々に会い、自分の小ささを知った。ここで JKSC にはいらな

かったら私は一生こういう人達との差を埋められないままおわるのかな、と思って入ることにした。 



 

 78 

  ケニアに行ってからは勿論、行くまでの過程においても自分にとっては勉強になることばかりだった。

先輩からアフリカ関係の本を紹介してもらったり講演会を聞きにいったり、アフリカンフェスタでは様々な

存在を知ったりするうちに自然とアフリカに対する興味が高まっていった。トランジットのためのインドビザ

を取っていなくて行きの飛行機に乗れなかった時はケニア行きをほぼ諦めたが、後藤千枝さんや先輩

方の尽力で無事ケニアに行くことができた。 

  今、日本に帰ってきてケニアについて思うことは、まず、ケニアの自然はすばらしいということだ。本会

議が行われたエガトンではたくさんの木々や色鮮やかな花々をみることができた。ケニア人の友達があ

たりまえのようにその花々を摘んでプレゼントしてくれたことがとても印象的だった。また、芝生に寝転が

って見上げた満天の星空も忘れられない。サファリではダチョウやキリンを間近に見ることができた。モン

バサの海も透き通っていて美しかった。 

  また、様々な人と出会えてよかったと思う。もしこれが普通の個人旅行であればこれほどまで仲のい

い友達がたくさんできなかっただろう。また、ただの交流ではなく学生会議であったことでケニアの学生

の違った面もみることができた。一般化するのはあまりよくないかもしれないが彼らは普段はパワフルで

若い印象を与えるのにディスカッションの時はとても大人びていてしっかりとした考えや意見を持ってい

る。 

  今、ケニアから帰ってきて私にできることは今期の報告書と報告会に力を注ぎ、ケニアで体験したこ

とを人に伝え、八期につなげることである。JKSC がずっと続いていけるようにがんばりたい。 

 

この素晴らしき通過点                     

中井照大郎 東京外国語大学 1 年 

 

 ケニアでの生活を通して良かったこと、また悪かったこと、それに加えて、自分の分科会のプレゼンに

関する感想を述べたい。 

良かったこととしては二つある。１つは、日本人の私が文化の違いを肌で感じ、それを理解し、対処し

なければならないようなところに行くことができたことだ。日本にいる時、当然だと思っていたことが、当然

ではなくなり、非常識であることが、常識的に行われる。ケニアはその位私にとってカルチャーショックの

大きいところだった。頭の中ではわかっていたが、まさかこんなにも戸惑うことになろうとは自分でも予想

していなかった。異文化に身を投じ、それを肌で感じれば、自分の文化を客観視することも出来る。その

体験が出来たことは、ケニアに来て本当に良かったと思う大きな要因だ。２つ目は、自分がいかに恵ま

れているか、「理解」できたことだ。貧富の差は世界にある。そして日本という先進国で大学生をしている

私は非常に恵まれている。それはわかっていた。いや、わかっていると思っていた。つまり、私は認識は

していたけれども、それを理解してはいなかったのである。実際にケニアでスラムや、色んな地域を見て、

初めて私は世界に巻き起こる貧富の差を理解したと思った。地球という同じ球の上で、少し生まれる所

がずれただけで、生きることにこんなにも違いがでてしまうとは、日本にいては全く感じることはなかった。

それを体験した。自分の生を大切にしようと思うと同時に、自分のこれからの生き方についても確信をも

った。 

一方、悪かったこととして一番にあげられるのは、英語力の欠如を理由にして、日々のケニア人との
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会話の中で内容の濃い話をするのを怠ったことだ。内容の濃い話とは、具体的には、お互いの政治や

社会の話から日常生活のことまで、真剣に考えをぶつけ合う会話のことだ。冗談を言い合ったりして、笑

い合うことはあっても、そのような話をする機会があまりなかった。英語でそういう話をしたくても、うまく伝

わるかわからないし、うまく言えないかもしれない。その時の何とも言えない不甲斐無さに陥るのが嫌で

そういう話を避けていた。本来ならば、この機会に向かい合って真面目に気持ちをぶつけ合うことはとて

も大切だ。だから今回そういったことが自分自身できなかったことはとても後悔している。 

最後に、自分の分科会についての考えをまとめたい。私は「日本の今と昔、そしてケニアの将来」とい

うプレゼンテーション（以下プレゼン）を行った。内容に関しては分科会のレジュメのページを読んでもら

うとして、ここでは最終的な感想を述べようと思う。 

まず、第一にMDGｓという今回のテーマからはずれて好きなことをやらせてくれた両国のメンバーには

とても感謝している。日本の文化紹介がしたいとは思っていたが、私がこのテーマにたどりつくまでには

色々迷った。しかし、考えていくうちに自分が一番伝えたいことは何なのかということもまとまってきて、最

終的には納得のいくプレゼンが頭の中にできたのは良かった。だが、実際に行ったプレゼンは時間的

な問題と、プレゼン能力のなさとでなかなかうまく進めることは出来なかった。私が一番伝えたかったの

は、「ケニアにはケニアの道がある」ということだ。それを伝えるために日本を引用した。 

ケニアが現在の日本のような経済力を持つようになることは信じがたい。でも、もし今ケニアに貧困で

不幸せだと感じている人がいるのなら、できるだけ多くのそういう人に幸せになってもらいたい。その為

にはケニアという国はどうすればいいかということを日本の例を交えて話した。もちろんそれは簡単に答

えなど出せるものではなく、私個人の考えなど大した考えでもないだろう。それでも、ケニアの数少ない

大学生であり、これから社会の中枢を担うであろう彼らがケニアという国を発展させるため思案している

なら、日本人として彼らの討論の助けになるような有意義な話をしたかった。また、日本という国が多くの

問題を抱えていることも写真を交えながら説明した。全てが全て伝わったわけではないだろう。英語が悪

くて誤解したかもしれない。それでも、彼らがもしこのプレゼンを通して、何か一つでも得てくれたのなら

今回はそれで良しとしたい。ここは、私にとっても、彼らにとってもまだまだ通過点なのだから。 
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本会議日録 

8 月 6 日（日）                                

先発隊出発日。関空発のエアーインディアが 2時間遅れでの出発となる。途中、インドの
ムンバイを経由して、翌日 12：00にナイロビにつくまでの長い飛行機の旅。 

（小山郷） 
8 月７日（月）                                

ナイロビに 12：00 着。ケニア側委員長のトム・オガルがジョモ・ケニヤッタ国際空港に迎えに来る。Ｔｏｍ

の他、ナイロビ大のリンダ、ウィニーと対面する。ケニア側メンバーとうまくやれそうな気がした。 

（小山郷） 

8 月 8 日（火）                                

ナイロビ散策の日。ケニア側学生 2 人と、朝からナイロビ大学の芸術のキャンパスに行った。キリンの

像が、街に遊びにばかり行って学校へ来ない学生の象徴らしい。その後、スーパー（NAKUMATT）

へ行って、マラリアの予防薬購入。初スワヒリ料理を堪能。午後は国立博物館へ行ったが、あいにく工

事中で入れず。帰りにナイロビ大の理系キャンパスを通って、ナイロビ大学の学生 2 人も加わって

YMCA で今後のミーティング。色々決めることがあり、慣れない英語のミーティングはしんどかったが、

本会議についてやっと細かい事が分かってきた。    

            （吉田良子） 

8 月 9 日（水）                                

今日は、トム、ウィニー、リンダとともにナイロビ郊外にある、ウタリ-・カレッジに訪問した。ウタリ-・カレッジ

とは、ホテルの従業員を養成するための公立の大学で日本語の授業が存在するケニアで数少ない大

学だ。日本語コースの学生たちと交流会を行い、日本側のメンバーは自己紹介などを日本語で行った。

とても楽しい交流会だった。 

                                                            (中井照大郎) 

8 月 10 日（木）                                

日本大使館で開会式の打合せ・準備を行った。そして、その夜、後発隊のメンバー2 人が飛行機に乗れ

なかったという知らせを聞き、慌てふためいた。ケニアで働くＪＫＳＣの 4 期ＯＧの方と食事をしに行った。 

                 （小山郷） 

8 月 11 日（金）                                

今日は、ついに、開会式。JKSC 史上初めての日本大使館での開催。正直、緊張していた。絶対に遅刻

しないようにということで進めていたが、しかし、ケニア側メンバーが時間になっても来ない。どうやら、日

本大使館の移転を知らなかったようだ。そんなケニアらしさに、緊張が解けた。開会式には、間に合わな

かった後発隊に合流した。いろいろとトラブルがあったので、みんな無事に揃うことができたのには、本

当に感動して涙目になった。今日は、こっしーの誕生日。ケニアで祝ってあげることができて本当によか

った。 

                 （小山郷） 
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8 月 12 日（土）                                

YMCA からナクルのエガトン大学へマタツで移動。途中の道はでこぼこ道が多く、酔い止めを飲んでな

かったらきっと酔っていただろう。しかし、マタツの中で、ケニアメンバーから簡単なゲームを教えてもらっ

たりして、約５時間の道のりはとても楽しく過ごせた。そしてエガトン大学に到着。これから１週間過ごすこ

とになる大学寮へ案内してもらう。そして夜には、アフリカらしくダンスパーティーが待ち構えていた。他

のメンバーも合流し、許容人数をはるかに超えているだろうと思われている部屋で、汗をかきながら日本

メンバーも負けずに、楽しく踊り続けた。ケニアメンバーのダンステクニックとセクシーさには驚かされた。 

（大山淳子） 

8 月 13 日（日）                                

エガトン大学に来て２日目、エガトン大学内を案内してもらった。たくさんの自然に囲まれ、牛、豚、    

山羊、たくさんの動物が飼育されていたり、病院、図書館、寮、池などあらゆる建物を案内された。しかし、

広大なため、全ては回れなかった。グラウンド内にあった競技場で休憩し、みんなでケニアメンバー提

案によるゲームをし、昼食後、芝生に座ってこれからのＪＫＳＣについてなど、話し合いをした。この時ケ

ニア側から日本側に１人１人にあだ名をもらう。その後ケニア人日本人混合で２チームに分かれ、サッカ

ーをし、スポーツを通してメンバー間の絆が芽生える。夜、日本側メンバーだけでこれからについて話し

合いをした。                               

 （腰田裕子）    

8 月 14 日（月）                                     

分科会初日。ケニア側それぞれが自己紹介と分科会に対する意気込みを述べ、その後 MDGｓについ

ての説明と今後の進め方について話し合った。ディスカッションでは、日本側もケニア側に押されないよ

うに意見を出せていた気がする。また今朝は予定よりも 1 時間もみんな遅れてしまったため、これからの

時間についての話し合いもした。朝の集合時間について男子的な考えと女子的な考えの対立から、白

熱した討論が繰り広がった。午後からは、牛の乳搾り体験をした。初めて牛を間近で見て、牛の大きさや

行動のおもしろさを感じることができた。その後、豚や他の小動物も見ることができた。広いエガトン大学

内で小さな動物園を楽しむことができた。こんなに間近で動物に触れることができるのも、アフリカならで

はの体験なのかもしれない。 

（上山巳歩里） 

8 月 15 日（火）                

分科会 2 日目。貧困とジェンダーについてプレゼンとディスカッションをした後、ＪＩＣＡのシニアボランティ

アでエガトン大学の日本語教師として出向している梶川先生と会う。とても気さくで活発な先生であり、

話も弾んだ。その後、学内の植物園、ボタニカルガーデンに行く。簡単な交流会をした。とても盛りあが

り、楽しかった。 

（中井照大郎）      

8 月 16 日（水）              

分科会三日目。今日のテーマはエイズと環境。朝まで準備に追われる。発表者が多く、今日はプレゼン

だけで、ディスカッションは明日にまわされる。ケニアメンバーの積極性とプレゼンのうまさに圧倒される

毎日だ。日本がんばれー、と心の中で応援する。午後はケニア側の企画で水泳をした。寒さに震えなが
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ら、バレーを楽しんだ。ケニアでは学校教育で水泳がないらしく、今日で二回目というメンバーもいた。 

   （橋本芙美子）      

8 月 17 日（木）                   

分科会4日目。グローバル・パートナーシップと、日本の今と昔を例にケニアの将来についてのプレゼン

テーションとディスッカションを行った。そして、ＪＩＣＡシニアボランティアの梶川先生に再びお会いして、

話を伺った。１回目の会談でＪＫＳＣに興味を持ってくれたようで、今回の会談は梶川先生自らのお申し

出であった。今回は、梶川先生の普段のケニアでの生活や、ＪＩＣＡボランティアの話を更に詳しく伺った。

そのほかには、日本メンバーの将来について考えていることなどをお話しした。 

（大山淳子）          

8 月 18 日（金）                   

エガトン大学の大型バスを 1 日チャーターし、１０時頃エガトン城へ向かうためエガトン大学の学生寮を

出発。１０時３０分頃エガトン城に到着した。エガトン城というのは、エガトン大学の敷地を所有していた

エガトン伯爵の家のことだ。様々な工夫の凝らされた城を 2 時間ほどかけて回った。その後、隕石落下

後のクレーター跡地へ行った。とても眺めがよかった。ここで、日本で売って活動資金にするため、近く

の出店でケニアのネックレス７９ヶとお皿を 10 枚程度購入した。無事購入を終えた後、ナクルタウンに行

って遅めの昼食をとる。少し贅沢な昼ごはんだった。スーパーマーケットに３０分ほど寄った後、ナクル

湖へと出発した。ナクル湖はラムサール条約にも指定されている重要な湖である。入場料＄５０のところ

を学生団体ということで＄１０に値下げしてもらう。JICAのボランティアで湖の保護活動をしている日本人

女性と出会った。フラミンゴやシマウマ等の様々な動物を見物した後、7 時 30 分頃無事学生寮へと到着。

食堂で夕食をとり、一日を終えた。 

              （中井照大郎）       

8 月 19 日（土）                   

エガトン大学構内にある村、Njokerio を見学。ウガリの粉を挽く様子や村で戯れる子供たち。ケニアの町

で暮らす人々の暮らしが垣間見ることができた。昼過ぎからは、ニャマチョマ・パーティーをケニア側の

責任者である、アブドゥルザックさんが開いてくれた。ニャマチョマとは焼肉のことで、エガトン大学の植

物園で午前中に殺したヤギをバーベキューで食べさせてくれた。ヤギ肉を食べるのは初めての体験だ

ったが、とてもおいしかった。 

                 （中井照大郎）       

8 月 20 日（日）                   

朝、バスをチャーターしてナクルを出発し、ナイロビに移動。これから残りの一週間、ナイロビでの生活を

する。ナクルの日々がとても充実していて、楽しい一週間を過ごせたので、残りの生活に期待を寄せる。 

（大山淳子）      

8 月 21 日（月）                 

今日は JICA、JBIC、JETRO と日本の政府企業訪問の日。みんなスーツで気合をいれた。日本の企業と

言ってもわからない事がたくさん。資料を頂いたり、質問をしたり、日本の企業のケニアでの仕事を知る

ことができた。そして、ＪＫＳＣの６期の OG の真由子さんの友達と出会った。 

（腰田裕子）      
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8 月 22 日（火）                 

今日は日本大使館でオープンシンポジウムがある日だ。みんなスーツに着替え、きりっとした面持ちで

望んだ。そしてオープンシンポジウムが終わると、大村公使や二木さんと談話を楽しんだ。その後クロー

ジングセレモニーで使うための浴衣を大使館から貸していただき、YMCA へ。着替えてから、火曜日に

だけ開催されるマサイマーケットへ行った。そこでは、マサイの布やカンガ、木彫りの人形・お面、ブレス

レット、ネックレスなど様々な物が売られていた。みんな店主と値段交渉をしながら、欲しいものや日本

へのお土産を買っていた。 

（大山淳子） 

8 月 23 日（水）                 

予定されていたキベラスラムの訪問がなくなり、みんな家族に手紙を書いたり、買物をしたり、それぞれ

が自由な時間を送ることができた。ケニアの切手は予想以上にかわいかった。 

（腰田裕子）         

8 月 24 日（木）               

TOYOTA や KOMATSU の関連会社の日系企業を訪問する。TOYOTA では、自動車の製造現場や環

境に優しい車「プリウス」の紹介、そして試乗をさせていただいた。メンバーの一人の親御さんが働いて

いる KOMATSU の関連会社を訪問したときは、工場内の見学などをさせていただいた。 

   （大山淳子）       

8 月 25 日（金）                   

本会議最終日。ウタリーカレッジにて文化交流会＆クロージングセレモニーをした。日本側からは、日本

の文化紹介、日本料理を堪能していただいた。対してケニア側は、各民族の民族衣装の披露、ケニア

料理を振舞うということなどをした。このクロージングセレモニーには、ケニアに住む日本の方々や、ウタ

リーカレッジの学生などにも参加していただくことができた。 

（腰田裕子）       

8 月 26 日（土）                   

ケニアメンバーの引率と共に、日本メンバー数人でナイロビ国立公園へサファリをしに出かける。野生の

動物たちを間近に感じ、自然を満喫する。そして他のメンバーは、美容室で髪の毛を編んでもらったり、

今までの疲れを癒す時間に使ったりと、それぞれ自由に使った。 

（大山淳子） 

8 月 27 日（日）                  

 第２章 企画訪問、Tumaini Nyumbani を参照 

 

8 月 28 日（月）                   

午前にミーティングをし、モンバサへ向かうために荷造りをする。そして、夜行列車でモンバサへ向かう。

列車の窓から見る星空はナクルのそれとは違い、また別の心を引きつけるものがあり、朝日も負けずとき

れいだった。 

 （腰田裕子）    
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8 月 29 日（火）                            

朝日に目が覚めて窓を見てみると、明らかにナイロビ周辺のサバンナとは違って熱帯植物が覆い茂っ

ていた。同じケニアなのに、こんなにも違うのかと驚いた。お昼近く、ようやくモンバサに到着。フェアトレ

ードの団体「ボンボルル」のバスに乗って、その施設を訪問。この団体及び施設は、ケニアのクレマーブ

と呼ばれる障害者を支援する目的で設立され、現在 150 人が働いており、その 9 割がクレマーブで衣類

や民芸品、車椅子や植物に至るまでの商品を国内外に販売していると説明があった。施設内には、障

害者の作業場と住居区が隣合わせにあり、私達はそれらを見まわった後、オプションとして料理体験を

する者と責任者に質問する者で分かれた。帰りのバスでは、スタッフのご好意で、市場のカンガ屋、モン

バサの海岸に寄ってもらった。ほんの少しでも、モンバサの雰囲気を味わうことができた。６時頃、列車

でナイロビへと向かった。 

   （三角香織） 

8 月 30 日（水）                              

今日はケニアを経つ日だ。モンバサからの鉄道もほぼ時間通りにナイロビに到着して、ナイロビ駅から

は途中、スーパーマーケットや土産物屋に寄りながらホテルに帰った。体調不良のため、モンバサには

行かずナイロビのホテルで休養していた橋本とも無事再会し、２時過ぎに空港へ向かうためタクシーに

乗り込む。ここで、まだアフリカに残る小山、腰田、上山とは別れた。空港にはケニア側メンバーのマイナ、

クリス、ゴリ、サイモンが見送りに来てくれた。彼らに別れを告げ、無事、ナイロビを発ち日本へと向かっ

た。 

（中井照大郎） 
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 第 7 期 年間活動報告 

 

1．第 7 期 年間活動報告 

＊ 活動記録の詳細は、JKSC HP http://www.japan-kenya.org をご参照ください。 

＊ 参照ページの URL は、JKSC HP にリンクしておりますので、そちらからジャンプして、ご参照くださ

い。 

＜２００６年＞ 

2 月  

第一回 合同ミーティング（名古屋）実施  

・ 第 6 期から第 7 期への引継ぎ。 

・ 第 7 期役員選出、役職決定 

 

3 月  

OB・OG 現役交流会（関西）実施 

＊ 3 期 OG 桜木奈央子参加 

ウガンダ紛争地域にてカメラを片手に活躍。講演活動、写真展などをも精力的に実施 

 

４月 

「関西新歓合同説明会」に参加（同志社大、京都大） 

「国際系合同新歓」に参加（京都大） 

「国際学生フェア 2006」参加（国立オリンピック記念青少年総合センター） 

「日本アフリカバーベキュー大会」を共催＊ 

＊ 共催：日本アフリカユースネットワーク、日本エチオピア学生会議 

参照：http://jayn.client.jp/  

http://www.geocities.jp/japan_ethiopia/ 

 

5 月 

 「GateWay～アフリカへの入り口」共催 

＊ 共催：日本アフリカユースネットワーク関西 参照：http://blog.goo.ne.jp/jaynkns 

 

第二回 合同ミーティング（大阪）の実施 

「エイズ勉強会」実施 

協力：ケニアのエイズ患者の自立支援の学生団体「Tumaini Nyumbani」  

参照：http://www.geocities.jp/tumaini_gaidai/ 

「アフリカンフェスタ 2006」に出展参加 
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6 月  

第三回 合同ミーティング（東京）実施 

分科会にむけての中間発表会 

OB・OG 現役交流会 

 

８月  

第四回 合同ミーティング（大阪）実施 （8/3 8̃/5） 

分科会にむけての最終発表会（英語）の実施 

英語指導、協力：Paga Rex Roy （ウガンダ出身） 

 

第７期 日本ケニア学生会議 本会議 ケニアにて開催 

先遣隊出発 8 月 6 日、後発隊出発 8 月 9 日 

本会議開催 8 月 11 日～25 日 

第五回 合同ミーティング（ナイロビ）実施 

・第 8 期 委員長、副委員長選出 

メンバー帰国 9 月 2 日 

 

１０月  

「第 4 回京都学生祭典」に出店 

東京にて第７回本会議の報告会を実施 

大阪（箕面、森之宮）にて第７回本会議の報告会を共催 

＊ 共催：Tumaini Nyumbani  参照：http://www.geocities.jp/tumaini_gaidai/ 

      Ringa the Mbira Band 参照：http://www.geocities.jp/mbira_band_ringa/index/index.htm 

 

１１月  

大阪女学院大学学園祭に出展 

大阪外国語大学学園祭 「間谷祭」に出展 

「学生団体甲子園 2006」（同志社大）に参加 

「京都アフリカ映画上映会」に協力  参照：http://hb8.seikyou.ne.jp/home/jengi/index.html 

「横浜国際フェスタ 2006」、「学生交流企画 集まれ pieces！～ひとつの piece から世界の peace へ～」

参加  参照：http://www.festanet.org/gakuseikouryu.htm 
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2．第 7 期 本会議報告会 

◆ 関東 ◆ 
2006年 10月 15日、於：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 
関東では、体験談、分科会報告、企画訪問 
活動など幅広くじっくりと報告をしました。 
4期 OGで『マンゴーと丸坊主－アフリカ自 
転車 5000km-』の著者であり、日本人女性 
初のアフリカ自転車単独走破をした山崎美緒 
さんを含めOB・OGが応援にかけつけにぎわ 
いをみせた。  
 
 
 
 
 
◆ 関西 ◆ イベント名「アフリカのお話 ~音楽あり！体験談あり！アフリカを感じよう！～」 

2006年 10月 21日、於：箕面市国際交流協会（大阪府箕面市） 

2006年 10月 29日、於：大阪市立中央青年センター（大阪府大阪市） 

共催：Tumaini Nyumbani、Ringa the Mbira Band 

 
関西においては、Tumaini Nyumbani、 

Ringa the Mbira Band と合わせて、それぞれ 

の団体が夏に実施したケニア、ジンバブエでの 

活動を報告した。「Ringa the Mbira Band」によ 

るジンバブエの音楽の演奏や、「Tumaini 

Nyumbani」、JKSC によるパワーポイントを使った報告、 

また三団体のブースを設け、活動紹介の展示や物品 

販売をし、来場者に身近にアフリカに触れてもらう 

ことができた。来場者は、21 日には、約 20 名、29 日 

は、約 30 名ほど集まり、社会に向けて、JKSC の活動を 

発信することができまた。 
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オープンシンポジウム発表集 

【第 1 部：基調講演】 

 

＜タイトル＞「社会経済発展のための調査： 貧困削減に向けた AICAD の貢献」                  

（AICAD Deputy Executive Director Dr.Josphat K.Z.Mwatelah） 

 

背景 

アフリカの経験 

・貧困レベルの上昇。   ・環境の退廃。 

・世界における最貧地域としての地位。 ・１日１ドル未満で生活する人の大部分を持つ。 

・標準水準以下で暮らす人の割合が 40％。 ・すべての栄養不良の人の 3 分の 1 を持つ。 

・アフリカで貧困はさらに増えていくと予測されている。 

 

国際コミュニティー 

■2000 年 9 月、ニューヨークで国連ミレニアムサミット開催。 

■貧困撲滅、及び持続的開発に対するアフリカ支援の増加。 

■アフリカの国々が、貧困撲滅推進のための国際コミュニティーを求め、NEPAD 設立。 

 

TICAD プロセス 

■国連ミレニアムサミット以前に、日本政府は貧困撲滅に向けたアフリカ支援の TICAD プロセスを開

始。 

■1998 年の第二回 TICAD に従って、ケニア・タンザニア・ウガンダの政府の協力の下、AICAD が 2000

年 8 月に発足。 

 

アフリカ開発に向けて第二回 TICAD から AICAD の創立 

■貧困削減のための人的資源の開発。  ■実行組織としての AICAD の設立。 

■人的資源と組織（ネットワーク）の提携。 ■高等教育による社会的機能の促進。 

 

AICAD のビジョン 

貧困削減に向けた人材育成の推進においてアフリカをリードする。 

 

AICAD の使命 

アフリカのパートナー国における貧困削減を目的に、地域社会と状況に適用した知識の架け橋となる。 
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AICAD の機能構造 

AICAD 事務局は、事務局長と、総務、研究開発、研修普及、情報監理部門の４部門から成り立ってい

る。 

 

 

AICAD の参加国・機関と今後の展開 

 第一、第二フェーズでは、ケニア、ウガンダ、タンザニアの三カ国を対象に事業を実施してきたが、こ

れからは他のアフリカの国々を対象に参加国を増やす予定である。国際機関とも連携しており、アジア

からは、日本が事業に参加している。 

 

 

AICAD の概念の骨組み 

貧困削減 

 

 

 

 

 

 

地方と国の研修 

地域社会の研修→国内におけるワークショップ→国内におけるセミナー→実践 

かつ地域社会のニーズに応える。 

 

参加機関 

大衆、民間セクター、大学、 
NGO、政府機関 

研究とその成果の提供 

 

 
COMMUNITIES 
 Rural and Urban  

Poor in Africa 

 

効 果 的 な

結びつき 

人的資源の開発 

現地の知識と技術 

知識と技術の相互作用 

AICAD 
点検、記録、翻訳 

と  
適確な情報伝達  
知識と技術 

地域社会 
地域と都市 
アフリカの貧困 

研究支援 
研修と実践 
情報の共有 

研修と実践 
情報の共有 
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参加国とアフリカの他国における研修の概要（ICT,RTC,GRT プログラムより） 

 

国名 参加者（ICTs） 参加者（RTCs） 参加者（GRTs） 合計 

ケニア 174 47 120 341 

ウガンダ 188 42 177 407 

タンザニア 171 41 68 280 

アフリカの他国 0 61 0 61 

Total 533 191 365 1089 

 

 

世界の研修の主題   

部門 選ばれた主題 

マーケティング 

価値付加と食品加工 

一般教育 

農業 

生産の多角化 

環境の保護と回復 

代替エネルギー資源 

政策、法律と環境 

環境と自然資源 

貧困と環境 

産業 SMEs と MFIs (商業技術) 

 

 

表 5. 研究テーマと各国によって選ばれたその数 

研究公募回次 選ばれた研究テーマ ケニア タンザニア ウガンダ 

第一回 ■食料生産・加工 

■開発における社会経済面 

■低価格住宅とエネルギー 

■水資源の管理 

8 2 1 

第二回 ■食品の安全性 

■環境の保護 

■地域開発 

■水資源の管理 

■公正な保健医療 

16 7 3 
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第三回 ■食品の安全性 

■環境保護 

■地域開発 

■水資源の管理 

■公正な保健医療 

■工業化のプロセス 

■政策と実施 

18 14 8 

第四回 ■食品の安全性 

■環境保護 

■コミュニティー開発 

■水資源の管理 

■公正な保健医療 

■工業化のプロセス 

■政策と実施 

12 9 7 

第五回 ■食品の安全性 

■環境保護 

■地域開発 

■水資源の管理 

■公正な保健医療 

■工業化のプロセス 

■政策と実施 

7 5 5 

 合計 61 37 24 
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各国の大学による研究プロジェクトの分布 

 

 

 

 

 

ミルクに関する共同研究の例 

過程 

社会における貧困 

↓ 

複雑な社会のニーズに対する応答 

国名 受け入れ大学 研究公募 
プロジェクトの総

数 

  第一回 第二回 第三回 第四回 第五回  

ナイロビ 1 4 4 1 2 12 

ジョモ・ケニヤッタ 2 4 5 2 1 14 

ケニヤッタ 1 3 2 3 0 9 

モイ 3 1 2 2 2 10 

ケニア 

エガトン 1 3 4 1 2 11 

マセノ 0 1 1 3 0 5 
ケニア 

合計(ケニア) 8 16 18 12 7 61 

ダレッサラーム 1 2 4 2 1 10 

ソコイネ 1 4 8 3 2 18 

ムズンベ 0 1 1 1 1 4 

オープン・ユニバー

シティ 

0 0 1 2 1 4 

ザンジバル・ステイ

ツ・ユニバーシティ 

0 0 0 1 0 1 

 

タンザニア 

 

合計（タンザニア） 2 7 14 9 5 37 

マケレレ 1 2 8 4 2 17 

ムバララ 0 1 1 2 1 5 

キャンボゴ 0 0 0 1 0 1 

グル 0 0 0 0 1 1 

ウガンダ 

 

合計(ウガンダ) 1 3 9 7 4 24 
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ミルクに関する研究 

女性 女性による農業経営（ムズンベ大学）  社会経験 研修における言語（エガトン大学） 

栄養 都市部の子供の栄養摂取(ナイロビ大学) 保護 伝統的生産の維持(ソコイネ大学) 

家畜 安全なミルク生産と流通（ソコイネ大学） 政府 行政と家畜(ソコイネ大学) 

↓ 

継続的な社会組織への適用 

↓ 

社会効果 

 

現地の知識と技術の調査と普及 

■独立した特別委員会が研究結果を調査するために設立された。（M&E 顧問委員会） 

■確立され生まれた知識や技術は取り上げられるべきであり、そうすると人々に広めることができる。 

■A K&TD 委員会は普及方法を研究するために AICAD に設置された。 

 

AICAD 情報普及 

AICAD に外から入ってきた情報（研修・研究の結果、政策、教養など）は、まず AICAD 内部で記録され、

AICAD の情報中枢より、報告書、CD、ビデオ、E メール、本、定期刊行物、ウェブサイトを通じて、NGO，

民間セクター、政府、研究機関、コミュニティー、大学、他地域などへ伝えられる。 

 

まとめ 

■AICAD は持つ資源をこのアプローチの支援に投資する。 

■AICAD のねらいは、貧困削減、社会経済開発をもたらし成し遂げることである。 

■AICAD は、次に述べる方法・手段によってアフリカの問題を解決するため、アフリカの支援に専心する。 

■現存する知識と技術の活用。 

■新しい、状況に適した科学技術の創造と活用。 

■技術を創造する機関とそれらの技術を活用する人々の間の橋渡し。 

■現地の人々の持つ専門知識の開発と活用。 

■関連のある情報と経験の交換と共有。 

■これらは全て、大目標と熱望である。 

■AICAD はこれらの目標は、研究をただ文書に起こすだけではなく、人々のために研究成果を実際に地

域開発や産業の育成、生活の向上などのために活用するよう設定している。 

■AICAD は、アフリカの人々が有意義な生活を送れるようにこの目標を現実のものにすることで、彼らを指

導し、必要なリーダーシップを提供する責務を果たす。 

■この実現には、人的資源が不可欠である。 

 

 

＜タイトル＞「ミレニアム開発目標に先立つ二つの先例 「S‐２１」 と 「東京行動計画」 
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                  駐ケニア日本国大使館 大村昌弘公使 

                                

『21 世紀に向けて：開発協力を通じた貢献』 (通称「DAC 新開発戦略」) 

 (Shaping the 21st Century Document） （以下、S‐２１） 

背景 

・冷戦の終結と ODA の減少 

・クリントン政権とその方針の結果 

・OECD（経済協力開発機構）における DAC(開発援助委員会)の存在 

 

S-21 の目標 

・経済的福利 

・2015 年までに、極度の貧困下に暮らす人の割合を半分に減らす。 

・社会開発 

・2015 年までに、普遍的初等教育をすべての子供に受けさせる。 

・2005 年までに、初等・中等教育における男女格差をなくすことにより、男女の平等に向けて前進し、女性の権

利を強化する。 

・2015 年までに、赤ん坊及び５歳未満の幼児の死亡率を 3 分の 1 に低下させ、かつ、妊産婦の死亡率を 4 分

の 1 まで低下させる。 

・2015 年に到達するまでに出来るだけ早期に、すべての適齢期である人々に性・生殖に関わる保健サービス

へのアクセスを、初期治療を通して提供する。 

・環境の持続と再生 

・すべてにおいて、持続可能な開発のための国家戦略を実施する。 

・2005 年までに環境資源の喪失の現在の傾向を把握しておき、2015 年までに世界的・国家的水準において環

境資源の喪失を効果的に回復させる。 

 

TICADⅡ（1998） （Tokyo International Conference on African development） 

・TICAD（アフリカ開発会議）とは？ 

 アジア・アフリカ間の協力関係に目を向けた、アフリカ開発の促進をテーマとする国際会議。 

共催：国連（UN）、国連開発計画（UNDP）、アフリカのためのグローバル連合（GCA）、世界銀行 

TICADⅠ（1993） TICADⅡ（1998） TICADⅢ（2003） 

 

東京行動計画 

（1.）主題：貧困削減と世界経済への統合 

・このアフリカ開発のための東京行動計画の主題は、加速された経済成長及び持続的な開発を通した貧困削

減とアフリカ経済の世界経済への効果的な統合である。極度の貧困のもとで生活する人口の割合を 2015 年ま

でに少なくとも半減させることを目標とする貧困削減の課題は、人口の全層が経済活動に参加し、かつ、その
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利益を分割する公正な経済成長の重要さを明らかにする。… 

・…（全世界貿易におけるアフリカの割合と開発途上国への全外国直接投資のアフリカの割合） 

高い成長率を維持しつつ、アフリカ経済を世界経済に統合することを容易にするには、双方が相対的に増加

する必要がある。貿易改革の促進、民間資本の流入の増加には、アフリカが所要の条件を整備すること、…を

必要とする。 

・アフリカの開発パートナーは、特に適正な水準の ODA を供与し、アフリカへの外国直接投資を促進し、アフリ

カ輸出品に市場を開放し、アフリカの対外債務負担への持続的な解決策を探求し、また、技術移転を容易に

することによりアフリカ諸国の開発努力を支援することが奨励される。 

・（1.1）教育 

・（ⅰ）2005 年までに少なくとも 80％の児童が初等教育を修了するよう確保するとともに、2015 年までに全ての

児童が初等教育を受けられるようにする。 

（ⅱ）女性の識字率の改善を強調しつつ、2005 年までに成人非識字率を 1990 年の水準の半分に低下させる。 

（ⅲ）2005 年までに初等及び中等教育におけるジェンダー格差をなくす。 

（ⅳ）教育の質を改善し、また、教育と雇用の連関を強化する。 

（ⅴ）科学・技術分野において国及び地方の能力を向上させる。 

・(1.2)保健と人口 

・（ⅰ）2005 年までに妊産婦死亡率を 1990 年の水準の半分に低下させ、2015 年までに更に半減させる。 

（ⅱ）2015 年までに赤ん坊及び 5 歳未満幼児の死亡率を 1990 年の水準の 3 分の 1 に低下させる。 

（ⅲ）2015 年までに適齢期のすべての者に性と生殖にかかる保健サービスへのアクセスを提供する。 

（ⅳ）エイズ、性感染症（STD）、マラリア、結核及びポリオを含む感染症及び寄生虫症を削減する予防措置を強

化する。 

（ⅴ）2005 年までに少なくとも人口の 80％に対して安全な水の供給及び衛生へのアクセスを与える。 

（ⅵ）2015 年までに栄養失調にある人々の数を半減する。 

・（1.3）貧困層支援のほかの措置 

・（ⅰ）2015 年までに現在貧困下で生活する女性の数を少なくとも 3 分の 2 に削減する。 

（ⅱ）土地及び信用といった生産的資産並びに商品及びサービス市場に対する貧困層のアクセスの増大により、

貧困層のための雇用の機会を創出し、収入源を多様化させる。 

（ⅲ）最も脆弱な者の生存能力を向上させ、また、社会的惨禍及び自然災害により影響を被った人々に援助を

供与する。 

・（2.1）民間セクター開発 

（ⅰ）特に国内企業の発展に重点をおいて、民間セクターの発展と活動の拡大のための健全で良好な環境を

確保する。 

（ⅱ）特に輸出を強調しつつ、外国直接投資及び貿易を振興し、大幅に増加させる。 

（ⅲ）インフォーマル・セクターを含め、零細、中小企業の発展を図る。 

 

・(2.2)工業開発 

・国内の民間セクター、特に輸出と雇用創出の潜在力を有する農業加工業、鉱業及び製造業サブ・セクターの
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生産、競争力及び多様性を高める。 

・(2.3)農業開発 

・（ⅰ）小農及び女性農民に特に配慮して農業の生産性を改善する。 

（ⅱ）総ての人に食糧安全保障を確保し、また、貧困層の十分な食糧と栄養へのアクセスを拡大する。 

（ⅲ）天然資源の劣化を防止する対策を促進し、また、環境上持続可能な生産方法を奨励する。 

（ⅳ）農村の貧困層を市場経済に統合し、この貧困層に生産資機材及び生産物市場へのより良いアクセスを提

供する。 

・(2.4)対外債務 

・主な目的は、適当な場合には、債務免除及び債務救済を含む、アフリカ諸国の対外債務問題の持続的な解

決を達成することであるべきである。 

・(3.1)良い統治 

・（ⅰ）憲法に基づく正統性並びに行政権、立法権及び司法権の分立の原則に基づいた民主制度を強化する。 

（ⅱ）良い統治及び民主主義の基本的な構成要素となる機関を強化する。 

（ⅲ）人権の尊重及び法の支配を促進する。 

（ⅳ）行政における説明責任、透明性及び効率性を向上させる。 

（ⅴ）寛容の文化を促進し、意思決定過程への広範な参加、特に女性及び市民社会の参加を促進する。 

（ⅵ）異なる民族集団と地理的範囲にわたる衡平な開発を奨励することにより、社会正義を促進する。 

・（3.2）紛争予防及び紛争後の開発 

・（ⅰ）紛争の予防、管理及び解決のためのアフリカの機構及び能力を強化する。 

（ⅱ）予防戦略の一環として国、地域及び部分的な地域レベルの有効な信頼醸成措置を発展させ、実施する。 

（ⅲ）紛争状況下における緊急援助から復興及び再建を経て紛争後の開発に至る早期に円滑な移行を行う。 

（ⅳ）難民及び国内避難民の安全を確保する。 

 

ミレニアム開発目標と二つの先例 

目標１ 極度の貧困と飢餓の撲滅 

・ターゲット１ 2015 年までに、１日１ドル未満で生活する人々の割合を 1990 年の水準の半数に減少させる。

（S-21、東京行動計画） 

・ターゲット２ 2015 年までに、飢餓に苦しむ人々の割合を 1990 年の水準の半数に減少させる。 

目標２ 普遍的初等教育の達成 

・ターゲット３ 2015 年までに、すべての子供が男女の区別なく初等教育の全過程を修了できるようにする。

（S-21、東京行動計画） 

目標３ ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 

・ターゲット４ 初等・中等教育における男女格差を可能な限り 2005 年までに解消し、2015年までにはすべての

教育レベルにおける男女格差を解消する。（S-21、東京行動計画） 

目標４ 乳幼児死亡率の削減 

・ターゲット５ 2015 年までに、5 歳未満児の死亡率を 1990 年の水準に比べて３分の２減少させる。 

（S-21、東京行動計画） 
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目標５ 妊産婦の健康の改善 

・ターゲット６ 2015 年までに、妊産婦の死亡率を 1990 年の水準に比べて４分の３減少させる。 

（S-21、東京行動計画） 

目標６ HIV/AIDS、マラリア及びその他の疾病の蔓延防止 

・ターゲット７ HIV/AIDS の蔓延を 2015 年までに阻止し、その後減少させる。（東京行動計画＊） 

・ターゲット８ マラリアとその他の主な疾病の発生を 2015 年まで阻止し、その後発生率を下げる。 

（東京行動計画＊） 

＊いくつかの論文では言及されている。 

目標７ 持続可能な環境の確保 

・ターゲット９ 持続可能な開発の原則を各国の政策や計画に組み込み、環境資源の損失を阻止し、回復を図

る。（S-21、東京行動計画＊） 

・ターゲット１０ 2015 年までに、安全な飲料水及び基本的な衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を

半減する。（東京行動計画＊） 

・ターゲット１１ 2020 年までに少なくとも１億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する。 

目標８ 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進 

・ターゲット１２ 開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易及び金融システムの更なる構

築を推進する（グッド・ガバナンス《良い統治》、開発、貧困削減に対する国内及び国際的な公約を含む）。 

（東京行動計画＊） 

・ターゲット１３ 最貧国の特別なニーズに取り組む（最貧国からの輸入品に対する無関税・無粋、重債務貧国

諸国に対する債務救済及び二国間債務帳消しのための拡大プログラム、貧困削減に取り組む諸国に対するよ

り寛大な ODA の供与を含む）。（東京行動計画＊） 

・ターゲット１４ 内陸国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む（バルバトス・プログラム及び第２２回

国連総会に基づく）。 

・ターゲット１５ 国内及び国際的な措置を通じて、開発途上国の債務問題に包括的に取り組み、債務を長期的

に持続可能なものとする。（東京行動計画＊） 

・ターゲット１６ 開発途上国と協力し、適切で生産的な仕事を若者に提供するための戦略を策定・実施する。 

・ターゲット１７ 製薬会社と協力し、開発途上国において人々が必須医薬品を安価に入手・利用できるようにす

る。 

・ターゲット１８ 民間セクターと協力し、情報・通信分野の新技術による利益を人々から得られるようにする。 

参考文献・URL 

・OECD 東京センター (行動上の目標) 

http://www.oecdtokyo.org/tokyo/observer/223/223-06.html 

・TICAD II 21 世紀に向けたアフリカ開発 東京行動計画 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/index_k.html 

―http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/kodo_1.html#2 

―http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/kodo_1.html#4-1-1 
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日本ケニア学生会議 規約 

 

発行：1999 年 4 月 

改訂：2006 年 1 月 15 日                   

 

本規約は、日本ケニア学生会議の日本・ケニア両国内における組織と運営について定めるものである。 

 

一章 総則 

 

第一条 名称 

 

当学生会議は正式名称を「日本ケニア学生会議―Japan-Kenya Student Conference」とする。以下、「ＪＫＳ

Ｃ」とする。 

 

第二条 理念 

 

  ＪＫＳＣは日本とケニア両国、将来的に東アフリカ、全アフリカ、全世界のために協調し、努力していくことに最

大の目的を置く団体である。双方とも、日本側学生代表、ケニア側学生代表の自覚と責任を持って、互いの間

に率直かつ建設的な討論の場を設けるとともに、相互理解、友好を促進する目的において、その他多種にわた

る活動を行っていくものとする。JKSC の方向性として、我々は両国親善を通じ、世界平和に積極的に寄与して

いくことをここに誓う。 

 

第三条 構成員の資格 

 

  ＪＫＳＣは、国籍を問わず、日本・ケニア国内に在住する大学生、大学院生、短期大学生、専門学校生がそ

の資格を有し、特定の政治、宗教、思想、信条から独立かつ中立であることを要する。また、第二条の理念と目

的の実現の為に適切であると実行委員によって判断され得た者にその資格を与える。 

 

二章 組織 

 

第四条  実行委員と実行委員会 

 

１、ＪＫＳＣは運営にあたり、実行委員会を常設する。学生たる JKSC の参加者は、例外を除き、全員、実行委員

になるものとし、実行委員会を組織する。 
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２、実行委員は平等に JKSC の意思決定に参加し発言する自由を保障される。 

 

３、実行委員会は、実行委員長、副実行委員長、事務局長、総務局員、財務局員、会計局員、広報局員、学術

局員、企画局員、国際渉外局員によって構成されるものとする。各局の詳細は、別規定（第五条）でこれを定め

る。 

 

４、実行委員の各委員は、必要であれば、兼任を認める。 

 

５、実行委員は任期中、一定額の会費を支払う。金額に関しては、各年度の実行委員の承認により決定し、そ

の金額の変更は全実行委員の過半数以上の承認を必要とする。 

 

６、実行委員会は、定時及び随時に当該年度の参加者を選出する。選出にあたって、第三条の規定に基づき

判断する。参加者は、新しく実行委員会に加わる。 

 

第五条   実行委員会の構成 

 

第一項  

１、以下に挙げた役員は、各回の全参加者の中から毎年、民主的に選出される。実行委員会は当該年度の本

会議中または、本会議終了後に直ちに次年度の役員を選出する。 

 

２、メンバーのリーダーシップ能力、定例会等出席率、すべてを考慮し、ＪＫＳＣ創設者が実行委員役員の選出

を承認する。 

 

３、局の設置 

両国の実行委員会はＪＫＳＣの運営を円滑化するとともに、業務の分散を図るために各局を設置する。総務

局、財務局、会計局、広報局、企画局、学術局、国際渉外局から構成される。また実行委員会は必要に応じて、

局を新設することができる。各局の運営は、各局長がこれを司り、その下に必要数の実行委員を配属する。 

 

第二項 

１、 実行委員長 

実行委員長は、ＪＫＳＣを代表し統括する者として、両国の実行委員会より１名ずつ選出される。 

 

２、 副実行委員長 

 副実行委員長は、実行委員長を補佐する。実行委員会より３名まで選出することができる。 

 

３、 事務局長 

 事務局長は、実行委員会によって任命される。定例会準備、運営、勉強会企画、スケジュール管理、他局と



 

 100 

の連絡、また、ケニア側実行委員会との連絡を中心となって担うものとする。また、事務局長は、事務局次長に

よって補佐される。 

 

  ４、 総務局 

総務局は、毎回の定例会記録をはじめ、定例会の会場予約、必要書類および名簿、その他の団体所有物

の保管をしなければならない。またＪＫＳＣの日本国内及びケニア側の関係者、関係団体との連絡、調整を行い、

活動報告を随時行う。 

 

５、 財務局 

財務局は、ＪＫＳＣの財政を管理、監査することをその業務とし、予算作成及び決算報告をしなければならな

い。また、ＪＫＳＣの活動を継続させるために必要な財源開拓等の渉外活動を滞りなく行うこととする。 

 

６、 会計局 

会計局は、ＪＫＳＣの口座を管理し、会費の集計、出納の全ての記録、管理などに責任を負う。また、定期的

に会計報告を行うことを義務とする。 

 

７、 広報局 

広報局は、ＪＫＳＣの活動についての広報及び実行委員募集の広報を行うことで、社会におけるＪＫＳＣの認

知を高めることを任務とする。 

 

８、 学術局 

学術局では、分科会トピックに関する勉強会、研究、及び、その他の講演会を計画することをその職務とし、

参加者が有意義な学習をする機会を提供していかなければならない。分科会の準備の進行状況を把握し、分

科会に関連する訪問先などの研究、勉強会を本会議前に行う。 

 

９、 企画局 

企画局は、会議開催に関する諸々の企画、計画を創ることをその職務とする。ＪＫＳＣの目的及び各実行委員

の意思を反映すると同時に、日本側とケニア側との綿密な打ち合せに基づき、各企画を行っていくものとする。 

 

10、 国際渉外局 

国際渉外局では、以下の事項を担当する。意見交換、及び必要と認められた学生同士の文化交流、他の交

流プログラムの円滑化などを図る。また、総務局との連携の上で、ケニア側の関係者、関係団体との連絡も行

う。 

 

第六条 顧問 

 

ＪＫＳＣでは、１名以上の常任顧問を置く。その資格は、ＪＫＳＣの趣旨に賛同し、JKSCの社会的地位を保持す
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る責任ある人物に総会の承認を得て、実行委員会が委託する。 

 

第七条 後援会 

 

１、ＪＫＳＣの創立委員、参加経験者、顧問及び賛同者で、会費を支払う者により後援会を構成する。 

２、後援会員は、会報を講読し、総会に出席して議決に加わる権利を持つ。 

 

第八条  総会 

 

１、日本ケニア学生会議は、ＪＫＳＣの最高決定機関として総会を設置する。 

 

２、ＪＫＳＣは実行委員の招集により少なくとも年に一回、通常総会を開くことを要する。総会は、実行委員及び

第七条第１項に該当する者により構成する。実行委員は原則として、全員出席とし、議事決定は全出席者の過

半数以上で行うものとする。 

 

３、 後援会員は、その合理的判断に基づき必要と認める場合、臨時総会の召集を実行委員会に要求する権

利を持つ。このとき、実行委員会はいかなる事情においても、臨時総会を開催しなければならない。本総会に

おいても、その議事決定は前２項と同様の手続きを要するが、実行委員会は発議者の主張を尊重する義務を

有する。 

 

４、内容 

１ 役員の選出及び、罷免の決定 

２ 役員の退会決定 

３ 会計報告 

４ ＪＫＳＣ活動内容等の報告 

５ 本規約改正 

６ その他必要と思われる事項の決定 

 

第三章 附則 

 

第九条 罰則 

 

実行委員長は、実行委員会の勧告に基づき、第二条及び、第三条に反する行為をした参加者の参加資格を

取り消すことができる。 
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第十条 改正 

 

本規約の改正は、実行委員または後援会員により発議され、総会にて議決するものとする。その際、第八条第

2 項又は第３項の規定に従うものとする。 

 

第十一条 発効 

 

本規約は実行委員長により公布され、実行委員全員の承認を得た時点で、これを執行する。
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Preface 
 

Speech by Tom Ogol - Chairperson JKSC Kenya 
Opening Ceremony at the Embassy of Japan 

 
The embassy’s representative, Mr. Machida, the Patron of JKSC-who is also the 

Deputy Vice Chancellor R & E of Egerton University,-Professor Abdulrazak, 
representatives from various organizations, invited guests, ladies and gentlemen.  
 

Today marks the commencement of an important day in the annual calendar of Japan 
Kenya Student Conference, which is the 7th conference. 

JKSC is a student led non-profit educational and cultural organization founded in 
1999 by Ms. Chie Goto. 
 
Executive summary 
 

Each year since its formation in 1999, JKSC has worked to fulfill its mission of taking 
action together to develop young persons from both Kenya and Japan to be individuals 
able to meet the challenges of the world, our countries and local communities. With the 
progressive growth network of 100’s of students in now four academic institutions in 
Kenya (Egerton, Nairobi, Kenyatta and USIU) JKSC believes in mutual respect for 
cultures and equality for people. 

By empowering students with the necessary skills and understanding of the forces 
shaping the world around them, we wish to contribute to the development of our 
countries and their people with an overriding commitment to international 
understanding and cooperation. We develop the youth by providing a series of learning 
experiences linked to a diversity of activities in fields such as sustainable development, 
environment conservation, education, social responsibility and general community 
service. 
 

A major component of these activities is our annual conference between Kenyan and 
Japanese university students, facilitating an intense intercultural and practical 
experience in another society, exposing conference attendants and those they meet to an 
entirely different culture, community and its issues. By creating the opportunities for 
exposure and interaction through the conferences between young people, from both 
Kenya and Japan to different culture, JKSC offers students the opportunity to interact 
with their social and economic environment. Underlying everything we do, is the drive 
to take action towards a better society, a better world and a better future. 
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To develop a balanced individual through the conference we strive for a combination 
of the following: 

 Corporate Social Responsibility – we seek to encourage good morals and 
responsibilities amongst participants to develop socially responsible leaders who 
will perform responsibly in all sectors of community development. 

 Cultural understanding – JKSC facilitates interaction  and appreciation of 
diversity between individuals from two cultures i.e. Kenyan and Japanese 

 Information and society – by creating a learning environment through the open 
sharing of information and ideas in order to encourage active participation by its 
members in contributing towards solving human problems and disseminating 
the knowledge and experience gathered. 

 
The International student conference 
 

Basically, this is a forum of discussion made up of students from Kenya and Japan.As 
students in tertiary institutions; we engage in discussions, symposia and interaction 
with the local communities have lectures by scholars, panel discussions and other 
activities. Students also engage in volunteer activities in communities and villages and 
interact with the locals. 
 

Attractive points of a student conference--the joy of collaborating with individuals of 
the same generation from a different country, 

 With a common tenet to accept and understand each other and to solve problems 
jointly, students in the conference participate in a solution-oriented manner to 
achieve a goal. 

 During the conference, group of students from two countries with the different 
languages, cultures and education come together to form a common community 

 With the completion of all the previous conferences, some visions held by the 
delegates have progressed to realization. 

 However, the ultimate beneficiaries of the conferences are our own communities 
and it behooves us to apply in our lives what we learn in our conference. 

 
Why a conferences with Students? 

First, from the perspective of intellectual maturity, it can be said that friendships 
begin at any young age, but dialogues can take place amongst students in Institution of 
higher learning. This is necessary because it is important to have a certain level of 
knowledge in politics, economics and culture. 

Secondly, from the perspective of special interests, it is hard to find a group of people 
other than university students who do not carry the special burden of governments and 



 

 107 

companies. Students can engage in discussions without being influenced by such 
entities. As the nucleus of the society’s future, being a student means the same all over 
the world. Students build the conference but it is not only aimed at them, but for a 
better society, better world and better future. 
 
Objectives of the 7th conference 

1. To foster good international relationship between Kenya and Japan 
2. To get an insight of solving the current socio-economic problems by sharing the 

different technologies that we have. 
3. To come together as students from two countries with different cultures and 

languages to form a common community. 
4. To widen the participants view and approach with aim to achieve the 

Millennium Development Goals. 
 

Young people form the active majority of the world’s population. Their role in 
attaining of the MDGs cannot be assumed. In order to have breakthroughs in providing 
solutions to problem affecting the youth, we, as young people require constant support 
from the government, institutions and even organizations. 

We hope that the 7th conference will yield an application mechanism that can be 
adopted. 
 

Lastly, I’d like to leave you with the words of one Rudolf Steiner… 
“We shouldn’t ask; what does a person need to know or be able to do in order to fit in 

the existing social order? Rather we should ask; what capacities are latent in each 
individual and what can be developed? Only then can each emergent generation 
invigorate society…Society will then become what young people as whole human beings 
make out of the existing social conditions. The new generation should not just be made 
to become what present society wants it to become”. 
 
Thank you! 
 

“Greetings of 7th Japan-Kenya Student Conference in Japan side” 
Shota Tominaga   
Rikkyo University 

 
Hi! My name is Shota Tominaga. I’m a student of Rikkyo University, and my grade is 

2nd. My major is low. I’m a chairperson of 7th Japan-Kenya Student Conference in 
Japan side. I’m glad to be able to close the conference in Kenya safely. Thanks to Ms. 
Chie Goto of the founder, all of OB・OG, everyone who helped us without minding your 
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time, Kenyan members who always was with Japanese members, and Japanese 
members. I would like to tell you “Thank you very much.”    
I want to look back on 2 weeks in the conference in Kenya a little. But I cannot 

remember a little. That’s why the conference is so substantial for me. I’m sure that is 
not only me, but also Japanese and Kenyan members. Though all Japanese were new 
members, and we had a lot of problems and uneasy things, we finished the conference 
successful. At first we were very uneasy because we were in Kenya where we didn’t 
know the things so much. Gradually we were used to Kenya, and we could get over that 
according to the enthusiasm for Kenya and firm bond between all Japanese members. If 
you see that in detail, it is bad because we were new members. But if you see that 
roughly, it is so good. We should try to get rid of the bad things of this conference in next 
conference. It’s not difficult. I hope that Japan-Kenya Student Conference make 
progress forever being based on this conference.  

Finally, I would like to tell the people who helped our activities thanks again.7th 
Japan-Kenya Student Conference finished now. But it is not a goal. It is just a passage 
point. I hope that this conference, the exchange of Japanese and Kenyan students, and 
the exchange of Japan and Africa develop more in the future.  
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Greeting from the Founder 

 
I am so glad to learn about the successful finishing of the 7th JKSC main  

Conference that was held in Kenya. 
When I think about the flow of activity from the time of foundation up 
to today, I admire passion and ability of all the executive members who 
are students and also can't help to express the feeling of gratitude to the  
other people who have helped and supported this organization in various  
ways. 
 

JKSC is an organization that is not only contributing for development and  
Peace of the global community, but also for the mutual understanding, globalization of 
the two countries and its society by the students who learn a lot from experience 
through JKSC activities. 

So being the bridge between Japan, Kenya, Africa, the rest of the world, I would say, 
they are creating a new civilization!! 
 

For JKSC 8th main conference, it will be held in Japan for the second time. We need 
more and more people and organization's understanding and cooperation. 
 
Let's take action TOGETHER for a better society,  
a better world and a better future!  
 
Chie Goto 
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Japan-Kenya Student Conference 
 

Japan – Kenya Student Conference (JKSC) is a forum of discussion composed of 
University students from both Japan and Kenya. The structure of the conference consists of 
group discussions, symposia, and interaction with the local communities, lectures by 
scholars, panel discussions and other activities. Students also engage in volunteer activities 
in communities and villages. Interactions with the local communities are an important 
aspect of the conference. 

JKSC is a non-profit making, democratic, non-partisan, voluntary, non-sectarian 
organization. It draws its membership from both undergraduate and postgraduate students 
in various universities in both Kenya and Japan. In Kenya the organization is fully 
recognized and registered in the University of Nairobi, Egerton University and United 
States International University – Africa. 

JKSC’s main objective is to create and promote avenues of co-operation between Kenya 
and Japan and in future to expand its activities to the East African region, Africa and the 
Global world by organizing clear and constructive debates and different kinds of activities 
among university and college students aimed at promoting social welfare, at the same time 
inducting students in their early stages of University education to the social economic and 
environmental conditions of our world today.  
 
Founded by Chie Goto in April 1999 
 
The 4th JKSC Conference Participants 
JKSC-Japan 10 members; 
Osaka University of Foreign Studies, Rikkyo University, Tokyo University of Foreign 
Studies and Osaka Jogakuin College 
 
JKSC-Kenya 18 members; 
University of Nairobi, Egerton University and Kenyatta University 
 
The Chief Executives 
JKSC-Japan Chairperson: Shota Tominaga   Rikkyo University 
JKSC-Kenya Chairperson: Tom Ogol  Egerton University 
 
JKSC Homepage 
http://www.japan-kenya.org 
 
Contact person  
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Representative of the 8th JKSC: Shotaro Nakai 
1-4-2 Sakura-tyo, Koganei-city, Tokyo, Japan 184-0005 
E-mail: nakai.shotaro@gmail.com 
Mobile Phone: +81-90-6154-6457 
 
JKSC’s  

NATURE 
                     JKSC is not for profit non-governmental organization 
                     JKSC is comprised of university students from Kenya and Japan who 

are interested in bettering their society, for a better world 
and a better society 

                     JKSC does not discriminate on the basis of race, color, sex, creed, 
religion or ethnic origin. 

JKSC’s 
PHILOSOPHY STATEMENT 

                    Values: Believes in mutual respect for cultures and                                    
equality of people. 

                    Vision: Taking action together for a better society, a better world and 
better future. 

                    Purpose: To contribute to the development of our countries and their 
people with an overriding                                                                  
commitment to international understanding and 
cooperation.  

                      Means: Creating opportunities for exposure and                                                      
interaction through conferences between young  people, 
from both Kenya and Japan of different   cultures. 
Offering students the opportunity to interact with their 
social and economic environment. 

 
THE CORE OF JKSC 
JKSC exposes individuals to have an impact on the society. The conference is a core to 
expose and to develop individual. 
JKSC is by the students but not only targets the students of higher education but members 
of our societies. 
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Members 
 
Kenya-side (18) 
Name  University 
Tom Ogol Chairperson Egerton University 
Winfred Njeri Vice Chairperson University of Nairobi 
Linda Chepng’eno  University of Nairobi 
Diphrose Matengo  University of Nairobi 
Mary Wairimu   University of Nairobi 
Dennis Omwange  University of Nairobi 
Nemwel Machuki   University of Nairobi 
Mercy Waithera  University of Nairobi 
Martha Gakii  University of Nairobi 
   
Moses Muthui  Egerton University 
Catherine Ngatia  Egerton University 
Simon Muchiri  Egerton University 
Sammy Maina                  Egerton University 
Sophie Ligondo           Egerton University 
Olivia Njiri                    Egerton University 

Chris Ndirangu                 Egerton University 

Immaculate Gori  
                   

 Egerton University 

Mary Wairimu  Kenyatta University 

 
Japan-side (10) 
Name  University 
TOMINAGA Shota Chairperson Rikkyo University 
OYAMA Go Vice Chairperson Osaka University of Foreign 

Studies 
YOSHIDA Ryoko  Osaka University of Foreign 

Studies 
KOSHIDA Hiroko  Osaka Jogakuin College 
TOMINAGA Shota  Tokyo University of Foreign 

Studies 
MISUMI Kaori  Rikkyo University 
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OYAMA Junko  Osaka University of Foreign 
Studies 

NONOSE Kaori  Tokyo University of Foreign 
Studies 

HASHIMOTO Humiko  Osaka University of Foreign 
Studies 

UEYAMA Mihori  Osaka University of Foreign 
Studies 
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Schedule 
 
11th -25th August 2006 
 
11th - Opening ceremony 
 
12th -13th Arrival at Egerton University and then orientation 
 
14th - 18th Plenary, study sessions and Group discussions 
 
19th - Excursion tour – Lord Egerton Castle & Lake Nakuru National park 
 
20th - Arrival in Nairobi 
 
21st - Official visit to:  Embassy of Japan --meeting with Deputy Ambassador.  
          JICA --Japan International Co-operation Agency 
   JBIC -- Japan Bank for International Cooperati on 
   JETRO --Japan External trade Organization 
 
22nd - Open Symposium at Embassy of Japan 
        Facilitated by: JICA AND AICAD 
 
23rd - Company tour to: -Toyota East Africa  
   -Komatsu 
 
24th - Visit to Charitable institutions 
 
25th - Cultural evening and closing ceremony at Utalii College 
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VISITS TO JICA, JETRO & JBIC 
21st, August, 2006 

 
The visits to the major Japanese organizations were scheduled for 21st of August 2006. 
The purpose of these visits was to acquaint members with the operations of the 

organizations in Kenya. As a developing country, Kenya gets assistance from various 
developed countries, Japan being key in Official development Assistance (ODA). 
 
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. (JICA) 

On arrival, Ms.Riko Saito received us. We had a session at the conference hall, where we 
met Mr. Jiro Inamura-Deputy Resident Representative, who enlightened us on the functions 
of JICA in the various sectors of Education and Health. We also had a presentation from Mr. 
S.K Kibe – the Education programme officer, who informed us of the SMASSE project. This 
is a project intended to improve the attitude and performance of Mathematics and science 
subjects in Secondary schools. 
 
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION. (JBIC) 

We had discussion session with Mr. Susumu Iwamoto-Country representative, who 
provided us with useful information illustrating the projects accomplished by the loans 
acquired by Kenya from Japan through the bank. Some of the major projects are: the Nyali 
bridge, Moi International Airport-Mombasa and the ongoing Sondu Miriu Hydroelectric 
power project. 
 
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) 

We had an instructive session with the Executive director, Mr. Masaki Ida who took us 
through informative sessions that explained in detail the trade relations between Kenya and 
Japan. We learnt the major commodities imported and exported by both countries. 
 
EMBASSY OF JAPAN 

We had a slight meeting with Deputy ambassador Mr. Masahiro Omura and  Mr. 
Hiroyuki Futaki an official of the Japan information & cultural centre. 

The opportunity was used to formally introduce JKSC to the current consul at the 
embassy   We had discussions on how we can progress further with JKSC’s idea in order to 
achieve our objectives. It was also exciting to hear that the Embassy was ready to support us 
in our activities where possible. 

Both JKSC Kenya and JKSC Japan were well represented in the meeting, with members 
of both sides presenting ideas and inquiring. 
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Open symposium 

 22nd, August 2006 
Hall in Embassy of Japan in Kenya 

 
<MC> Linda, Nakai Shotaro 
<Program schedule> 
10:30am Introduction of program and introduction Guests and JKSC members themselves 
10:45am Introduction of Japan-Kenya Students Conference 
11:00am Presentation by Dr. Mwatela ―Acting executive Director of AICAD 
11:20am Presentation by Dr. Nyambati―JICA 
11:40am Presentation by Mr. Omura ―Deputy Ambassador 
12:00pm Presentation on Millenium Development Goals by students 
        －by Sophie Ligondo from Kenya about Goal1 to 4 
        －by Oyama Go from Japan about Goal 5 to 8 
12:30pm Presentation by Mose ―JKSC member about summary of Conference 
12:40pm Question and Answer  
13:00pm Closing remarks and Vote of Thanks 
13:10pm Refreshment 
 
<Co-operators> Embassy of Japan in Kenya 

           AICAD 

           JICA Kenya Office  

           
Philosophy of Japan-Kenya Student Conference is to send to society our outcome from 

study session, where Japanese and Kenyan Students take bring each experience and 
knowledge. After we think about what can we do for society, we decide to Open Symposium 
because we can send our outcome directly to society. 

To hold Open Symposium is big progress for Japan-Kenya Student Conference. 
  
 We appreciate each person for helping Open Symposium.  

Embassy of Japan in Kenya Deputy Ambassador *** Omura 
*** Futaki 

AICAD (African Institute for Capacity Development) 
  Deputy Executive Director Dr.Josphat K.Z.Mwatelah 
JICA Kenya Office Senior Programme Officer（Health）Willie Nyambat 
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Keynote address Ⅰ 
Presentation by Dr. Josphat K. Z. Mwatelah, 

AICAD(African Institute for Capacity Development), Deputy Executive Director 
 
Research for Social Economic Development:  
AICAD‘s Contribution towards Poverty Reduction 
 
Background 
Africa is experiencing 

• Rising poverty levels 
• Environmental degradation 
• Being the poorest region of the world 
• Having a large percentage living on less than 1 US$ a day 
• Having 40% of its people living below poverty line 
• 1/3 of the population being undernourished 
• Poverty projection to increase in Africa 

 
International Community 

 The millennium summit of the UN in New York in Sept. 2000. 
 Increase of support for Africa for its struggle for poverty eradication and sustainable 

development. 
 African countries established NEPAD seeking partnership with the International 

community in their efforts to eradicate poverty.  
 
TICAD Process 

 Well ahead of the millennium summit of UN, the government of Japan started 
TICAD process in support of African efforts to eradicate poverty. 

 Following TICAD II in 1998, in partnership with governments of Kenya, Tanzania 
and Uganda, AICAD was established in august 2000. 

 
Creation of AICAD From TICAD Toward the Development in Africa  

 Development of human resources for poverty reduction.  
 Establishment of AICAD as the implementing organization. 
 Cooperation of human resources and organizations (networking). 
 Enhancement of social functions by higher education. 

 
AICAD’s VISION 
To be the leading African institution in building human capacity for poverty reduction 
 



 

 118 

AICAD’s MISSION 
To link knowledge to application within communities in order to reduce poverty in partner 
countries in Africa 
 
 
 
AICAD Functional Structure 

 
 
 
 
AICAD Membership and Future Expansion 

 
 
 
AICAD’s Conceptual Framework 

Poverty Reduction 



 

 119 

 
 
 

 

 
 
 
Regional & In-country Training 

 
 
 
 
Summary of trainees in Member and other African Countries by Programmes:  
ICTs, RTCs and GRTs 

Country Participants 
ICTs 

Participants 
RTCs 

Participants 
GRTs 

Totals 

INTERMEDIARIES 
Public & private sectors, 

Universities, NGOs, 
CBOs, Govts, Research 

and Extension 
institutions 

 
COMMUNITIES 
 Rural and Urban  

Poor in Africa 

 

Effective 
Linkage 

Human  
Resources  
Development 

Indigenous Knowledge & Tech. 

Interaction of Knowledge & Tech 

AICAD 
Identify, Generate, Translate  

and  
Transfer Appropriate  

Knowledge & Technique 

Research 
support 
Training 
& 

Training &  
Extension 
Information 
Sharing 
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Kenya 174 47 120 341 

Uganda 188 42 177 407 

Tanzania 171 41 68 280 

Other African Countries 0 61 0 61 

Total 533 191 365 1089 

 
Broad Training Themes   

Sector Theme selected 

Marketing 
Value addition and food processing 
Public Education 

Agriculture 

Diversification of production 

Environmental conservation, rehabilitation 
Alternative energy sources 
Policy, legislation and environment 

Environment and natural 
resources 

Poverty and environment 

Industry SMEs and MFIs (Business Skills) 

 
 
Table 5. Research Themes and Number of Selected Research Projects by Country 

Research Calls Selected research themes Kenya Tanzania Uganda 

Pilot Phase  Food Production and Processing 
 Socio-economic aspects of development 
 Development of low cost housing 
 Water resource Management 

8 2 1 

Second Call  Food Security 
 Environmental Conservation 
 Community Development 
 Water Resource Management 
 Health Equity 

16 7 3 

Third Call  Food Security 
 Environmental Conservation 
 Community Development 
 Water Resource Management 
 Health Equity 
 Industrialization Processes 
 Policy & Implementation 

18 14 8 
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Research Calls Selected research themes Kenya Tanzania Uganda 

Fourth Call  Food Security 
 Environmental Conservation 
 Community Development 
 Water Resource Management 
 Health Equity 
 Industrialization Processes 
 Policy & Implementation 

12 9 7 

Fifth Cal  Food Security 
 Environmental Conservation 
 Community Development 
 Water Resource Management 
 Health Equity 
 Industrialization Processes 
 Policy & Implementation 

7 5 5 

  TOTALS 61 37 24 

 
Research Projects distributions by universities in each country  
  

Country 
Recipient 
University 

Research Calls 
Total number 

of projects 

  Pilot Second Third Fourth Fifth  

Nairobi 1 4 4 1 2 12 

Jomo 
Kenyatta 

2 4 5 2 1 14 

Kenyatta 1 3 2 3 0 9 
Moi 3 1 2 2 2 10 

Kenya 

Egerton 1 3 4 1 2 11 

Maseno 0 1 1 3 0 5 
Kenya 

Sub-total 8 16 18 12 7 61 

Dares-Salaam 1 2 4 2 1 10 
Sokoine 1 4 8 3 2 18 
Mzumbe 0 1 1 1 1 4 

 
Tanzania 

 

Open 
University 

0 0 1 2 1 4 
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Zanzibar 
State 
University 

0 0 0 1 0 1 

Sub-total 2 7 14 9 5 37 

1 2 8 4 2 17 Makerere 
Mbarara 0 1 1 2 1 5 
Kyambogo 0 0 0 1 0 1 
Gulu 0 0 0 0 1 1 

Uganda 
 

Sub-total 1 3 9 7 4 24 

 
 
 
An Example of Joint Research on Milk 

 

 
Vetting of Knowledge & Technology Generated and Dissemination 

 An independent task force has been established to vet results of the researches; 
M&E Advisory Committee 

 Identified and generated knowledge and technology has to be repacked so that it 
can be disseminated to the consumers. 

 A K&TD Committee has been set in AICAD to look into ways of dissemination. 
 
AICAD Information Dissemination 
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Conclusions 

 AICAD has put its resources in support of this approach  
 AICAD aims at achieving poverty reduction and bringing about socio economic 

development  
 AICAD is committed to facilitating Africans to solve the problems of Africa by;  

 Utilizing existing knowledge and technology, 
 Creating and utilizing new appropriate technologies,  
 Building a bridge between institutions creating technology and the 

communities using it. 
  Developing and utilizing the potential capacity of local expertise. 
 Exchanging and sharing information, experiences and practices. 

 All these are noble goals and aspirations. 
 AICAD is operating these goals so that they do not remain documented 

platitudes but translatable dreams to emancipate humanity.  
 AICAD will play a leading role in providing necessary leadership to guide 

Africans through these goals to translate them into tangible realities so that 
they can live dignified and meaningful life.  

 For this to happen, development of human resource capacity is a necessity.  
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Keynote address Ⅱ 
Presentation by Mr.Omura 

Embassy of Japan in Kenya, Deputy Ambassador  
 

Two Precedents to MDGs ―S-21 and TAA 
Shaping the 21st Century Document 
Background 
・End of the Cold War and ODA volume 
・Clinton administration and results orientation 
・DAC(Development Assistance Committee) of the OECD 
 
Goals of S-21 
・Economic well-being: 
・a reduction by one-half in the proportion of people living in extreme poverty by 2015. 
・Social development: 
・universal primary education in all countries by 2015; 
・demonstrated progress toward gender equality and the empowerment of women by 

eliminating gender disparity in primary and secondary education by 2005; 
・a reduction by two-thirds in the mortality rates for infants and children under age 5 and a 

reduction by three-fourths in maternal mortality, all by 2015; 
・access through the primary health-care system to reproductive health services for all 

individuals of appropriate ages as soon as possible and no later than the year 2015. 
・Environmental sustainability and regeneration: 
・the current implementation of national strategies for sustainable development in all 
・countries by 2015, so as to ensure that current trends in the loss of environmental 

resources are effectively reversed at both global and national levels by 2015. 
 
TICADⅡ(1998) 
・What is TICAD (Tokyo International Conference on African development)? 

A major global framework for Asia and Africa to collaborate in promoting Africa’s 
development  
Co-organizers―GO], UN, UNDP, GCA and WB 
TICADⅠ(1993) TICADⅡ(1998) TICADⅢ(2003) 

 

Tokyo Agenda for Action 
(1.) Primary Theme: Poverty Reduction and Integration into the Global Economy 
・The primary theme of this Agenda for Action for African development is poverty reduction 

through accelerated economic growth and sustainable development, and effective 
integration of African economies into the global economy. The challenges of poverty 



 

 125 

reduction, with a goal of reducing the proportion of the population living in extreme 
poverty by at least one-half by the year 2015, underscore the importance of economic 
growth that is equitable, with all segments of the population participating in economic 
activities and sharing in the benefits.--- 
・---(Africa’s share of total world trade and its share of total foreign direct investment to 

developing countries) need to be increased substantially to sustain high rates of growth 
and facilitate the integration of African economies into the global economy. Promoting 
trade reform and increasing the inflow of private capital will require African countries to 
create enabling conditions, ---. 

・Africa’s development partners are encouraged to support the development efforts of African 
countries inter alia by providing adequate levels of ODA, promoting foreign direct 
investment to Africa, opening markets to African exports, seeking lasting solutions to 
Africa’s external debt burden, and facilitating the transfer of technology. 
・(1.1) Education 
・(ⅰ) by 2005, ensure that at least 80 percent of children complete primary education, with 

universal primary education by 2015; 
  (ⅱ) by 2005, reduce adult illiteracy to half of the 1990 level, emphasizing improvements in 

female literacy; 
  (ⅲ) eliminate gender display in primary and secondary education by 2005; 
  (ⅳ) improve the quality of education, and strengthen linkages between education and 

employment; 
  (ⅴ) enhance national and regional capacities in the area of science and technology. 
・(1.2) Health and Population 
・(ⅰ) by 2005, reduce maternal mortality to half of the 1990 level, and half again by 2015; 
  (ⅱ) by 2015, reduce the mortality rates for infants and children under the age of five years 

to one-third of the 1990 level; 
  (ⅲ) provide access to reproductive health services for all individuals of appropriate ages 

by the year 2015; 
  (ⅳ) strengthen preventive measures to reduce the incidence of infectious and parasitic to 

diseases, including HIV/AIDS, sexually transmitted diseases(STDs), malaria, tuberculosis, 
and polio; 

  (ⅴ) by 2005, provide access to safe water supply and sanitation for at least 80 percent of 
the population; 

  (ⅵ) by 2015, reduce by half the number of people who are malnourished. 
・(1.3) Other Measures to Assist the Poor 
・(ⅰ) by 2015, reduce by at least two-thirds the number of women currently living in poverty; 
  (ⅱ) create employment opportunities and diversify the sources of income for the poor by 

increasing their access to productive assets such as land and credit, as well as markets for 
goods and services; 
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  (ⅲ) enhance the survival capacity of the most vulnerable, and provide assistance to those 
affected by social and natural calamities. 
・(2.1) Private Sector Development 
・(ⅰ) ensure a sound and conductive environment for the development and expanded activity 

of the private sector, with a particular emphasis on the development of domestic 
entrepreneurs; 

  (ⅱ) promote and substantially increase foreign direct investment and trade, with a 
particular emphasis on exports; 

  (ⅲ) develop micro, small and medium enterprises, including the informal sector. 
・(2.2) Industrial Development 
・Increase the production, competitiveness, and diversification of the domestic private sector, 

especially in the agro-industrial, mining and manufacturing sub-sectors, with potential 
for exports and employment creation. 
・(2.3) Agricultural Development 
・(ⅰ) improve the productivity of agriculture with particular attention to small-scale and 

women farmers; 
  (ⅱ) ensure food security for all people and increase poor’s access to adequate food and 

nutrition; 
  (ⅲ) promote measures against natural resource degradation and encourage production 

methods that are environmental sustainable; 
  (ⅳ) integrate the rural poor in the market economy and provide them better access to 

input and output markets. 
・(2.4) External debt 
・The main objectives should be to achieve durable solutions to the external debt problems of 

African countries, including debt cancellation and debt service relief where appropriate. 
・(3.1) Good Governance 
・(ⅰ) strengthen constitutional legitimacy and democratic systems based on the principle of 

separation of executive, legislative, and judicial powers; 
  (ⅱ ) strengthen institutions that are essential components of good governance and 

democracy; 
  (ⅲ) promote respect for human rights and the rule of low; 
  (ⅳ) enhance accountability, transparency and efficiency in public administration; 
  (ⅴ ) promote a culture of tolerance, and promote broader participation in the 

decision-making process, particularly participation by women and civil society; 
  (ⅵ) promote social justice by encouraging equitable development across different ethnic 

groups and geographic areas. 
・(3.2) Conflict Prevention and Post-Conflict Development 
・(ⅰ) strengthen African structures and capacities for conflict prevention, management and 

resolution; 
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  (ⅱ) develop and implement effective confidence-building measures at national, regional 
and sub-regional levels as part of preventive strategies; 

  (ⅲ) provide a smooth and early transition from emergency relief in conflict situations, 
through rehabilitation and reconstruction, to post-conflict development; 

  (ⅳ) ensure the security of refugees and internally displaced persons. 
 
MDGs and 2 Precedents 
Goal1 Eradicate extreme poverty and hunger 
Target1: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than 

$1 a day (S-21, TAA) 
Target2: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger 
Goal2 Achieve universal primary education 
Target3: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to 

complete a full course of primary schooling (S-21, TAA) 
Goal3 Promote gender equality and empower women 
Target4: Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 2005 

and in all levels of education no later than 2015 (S-21, TAA) 
Goal4 Reduce child mortality 
Target5: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate (S-21, 

TAA) 
Goal5 Improve maternal health 
Target6: Reduce by three-quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality rate 

(S-21, TAA) 
Goal6 Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases 
Target7: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS (TAA*) 
Target8: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major 

diseases (TAA*) 
*Some reference is made 
Goal7 Ensure environmental sustainability 
Target9: Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

program and reverse the loss of environmental resources (S-21, TAA*) 
Target10: Halve、by2015, proportion of people without sustainable access to safe drinking 

water and basic sanitation (TAA*) 
Target11: Have achieved, by 2020, a significant improvement in the lives of at least 100 

million slum dwellers 
Goal8 Develop a global partnership for development 
Target12: Develop further an open, rule-based, predictable, nondiscriminatory trading and 

financial system (includes a commitment to good governance, development and poverty 
reduction-both nationally and internationally) (TAA*) 
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Target13: Address the special needs of the least developed countries (includes tariff-and 
quota-free access for exports enhanced program of debt relief for HIPC and cancellation of 
official bilateral debt, and more generous ODA for countries committed to poverty 
reduction) (TAA*) 

Target14: Address the special needs of landlocked countries and small island developing 
states (though the Program of Action for the Sustainable Development of Small Island 
Developing States and 22nd General Assembly provisions) 

Target15: Deal comprehensively with the debt problems of developing countries through 
national and international measures in order to make debt sustainable in the long term 
(TAA*) 

Target16: In cooperation with developing countries, develop and implement strategies for 
decent and productive work for youth 

Target17: In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable, 
essential drugs in developing countries 

Target18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies, especially information and communications 

Related Websites 
・OECD Development Co-operation Directorate 
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html 
・Shaping the 21st Century 
http://www.oecd.org/dataoecd/23/35/2508761.pdf 
 
・Ministry of Foreign Affairs, Japan 
http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/index.html 
・The Tokyo Agenda for Action 
http://www.mofa.go.jo/region/africa/ticad2/agenda21.html 
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Youth PresentationⅠ 
Go Oyama 

Osaka University Of Foreign Studies 
 

Role of youth in attaining Millennium Development Goals(MDGs)  
 

■ Role of youth in attaining MDGs①  (Goal1-4) 
presentation:ＪＫＳＣ－Kenya Sophie Ligondo 

I want to highlight on MDGs. Last week JKSC had discussion at Egerton University. 
We talked about role of young people in attaining MDGs. “Why youth are important?” “What 
can youth of both countries do? “ 
 
1. Employment and Good governance   (goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger) 

Youth should learn to be innovating. They should create some help project. This project 
will provide some employment, for that they cannot depend on white-color job. This can 
reduce people who live in under1US dollar per day. This will reduce poverty.   

Secondly, we also thought that youth should help in the gap between rich and poor. We 
thought that youth should engage in good governance. Now in Kenya very few young people 
in parliament. Proportion of the parliament position should be fifty-fifty by youth and old 
men. By this, decision  and government policy can be achieved properly.  

Youth should take active role in organization in university. We can help eradicate poverty 
by looking at situation in marginalizing in Kenya. About two months age, Egerton 
University had forum on donation and reduce poor. We thought about how can we assist 
poor. 
 
2. Become teacher   (goal2: Achieve universal primary education) 
  Primary education is very important. You cannot accelerate higher education without 
primary education. Kenyan government provides All Kenya children to go primary school for 
free. Youth can assist by being teacher. Especially northwestern Kenya there was few 
teachers. Youth can go by volunteer to assist to teach primary school.  
 
3.In University, gender equality (goal3: promote gender equality and empower women) 

We should have equal number between men and women in university. Not only university, 
but also primary and high school should be like that education. In Turkana, most of girl 
doesn’t go to university and get married. We can empower by avoiding FGM.FGM prevent to 
go to school. 
  Government should increase women in Parliament. Post of ministry of gender should be a 
woman. 
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  There is center for gender, women study in Egerton. Student actively involved in center. 
There are also men who actively participate in gender issue. 
 Youth can actively participate in promoting gender equality and empower women. 

Government should promote woman can go to university. 
 
4. To educate women in village (goal4: Reduce child mortality) 

Dr. Nyambati (JICA-Kenya) talked to us that proportion child who died increase. He 
talked about HIV/AIDS and malaria. If we have campaign in rural area, we can talk about 
prevention for malaria. Youth should be involved in education for women in village against 
malaria.  

You find that ladies between age 15 to 25 actively involved in sex. This leads unwanted 
pregnancy. Abortion is rampant. Youth should be engaged in active participation to avoid 
abortion. 

We also thought to prevent transmission HIV from mother to child. This can avoid for 
mother and child by not using same blood. ARV should provide pregnant women.   

Government should assist especially youth in support in children’s home in Kenya. By 
this way, children can take food or something. 

We should have family planning. In rural area, we can find families that survive only by 
1 dollar per day. Normally they are said poor. The only way to be rich is to have children. But, 
I don’t think that is true. Women in rural area don’t know that. Youth should involved in 
educating family planning in rural area. 

  
 
■ Role of youth in attaining MDGs ② (Goal5‐8) 

We had discussion on MDGs at Egerton University during 14th-16h Aug. For section of 
MDGs-Goals5-8.we especially focused on IV/AIDS (Goals6), environment (Goal7), global 
partnership (Goal8). You can get academic information by JICA,AICAD or Embassy,so that 
in my speech I show role of youth in attaining MDGs in base of our discussion at Egerton 
University. 
 

5. Do safety sex (goal6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases)  
The number of HIV patient in youth is increasing. We save us by safety sex. We know 

ABC approach(A-Abstain, B-Be faithful with one partner-use condom).We discussed “A or 
C, Which is better way for  preventing HIV?”  
 
6. Cleaning Activity (Goal 7:Ensure environmental sustainability) 

We know 80% of lands are almost no trees in Kenya. We also know contribution of  
Kenyan environmental activist, Wangari Maathai. We will contribute by Community 
service at Kibera Slum. 
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7. Keep JKSC (Goal8:Develop a global partnership for development) 

JKSC is one of activity of global partnership. JKSC can contribute global partnership 
for Japan and Africa. 

 
8. Collaboration with government, citizen, NGO, university, company 
(Goal8: Develop a global partnership for development) 
We YOUTH has no authority, nor economic power. But we can take action for better 

world by co-operation. We can co-operate with government, NGO, company, university and 
citizen. We can advocate for government and promote understanding of Africa in Japan 
 
■ Suggestion ■ 

I have suggestion Japan government increase the number of exchange student between 
Japan and Africa by scholarship. Some Japanese doubt “Why Japan have to aid Africa, 
co-operate with Africa?” Many Japanese don’t understand Africa well nor understand 
need to co-operate for Africa This is why there are few exchange between Africa and 
Japan. 

Through exchange student, we can enhance Youth Development, Mutual 
Understanding between Africa and Japan by direct dialog. In Japan the number of 
accepting student abroad from Africa is 957people.This number is 0.8% in total students 
from all over the world. On the other hand, students from Asia 113,644people, 93.3%. 

In summit 2005,Japan Government pledged to increase ODA for Africa two times in 5 
year. I suggest Japanese Government increase the number of exchange student between 
Japan and Africa two times in 5 years. 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
□ Reference □ 

UNDP (United Nation Development Programme)  http://www.undp.org/ 
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Youth presentation Ⅱ 
Presentation by Moses Mushoka Muthui 

Egerton University 

Poverty and Hunger 
Poverty 
・Poverty is increased from 1998. 
 
MDGs  
・MDGs promiseｓ to support Kenya. 
 
About Kenya 
・ 50% of population － live below 
1US$/1day 
・80% of population－lining by agriculture 
 but 80% of land area－Dry land 
・ only 10% of population － control 
national income 
 It produces poor and rich. 
 
AIDS 
・AIDS is concerned with poverty. 
・Poor health relate with poverty. 
 
Governance 
・2.5% of GDP is used in rural area for 
development . 
・Correct enough TAX to push governance 
expenditure to be ahead. 
 
Challenge 
・”Re distribution” is biggest challenge in 
Kenya.  
・WFP said there is enough food to 
everyone in the world.  
But people of Kenya live in poverty. 

Basic needs 
・Because of lack of food or hunger, 
People cannot think about development, 

education and infrastructure. 
・ Basic needs are water, food and 
education. 
 
Natural resources 
・Government has to do something about 
natural resources distribution. 
・People in Mora depend on firewood. 
 
International support national aid 
・JBIC－education transport telecom 
・ JICA– sustainable development and 
education 
 
Bushido spirits 
・Japanese economic growth was achieved 
by Bushido spirits. 
・The constituents of this spirits－honor, 
loyalty, patriotism, rusticity, economize 
and so on 
・This spirit is lacked in Kenya.  
This is challenge to Kenya. 

 
Happiness 
The state of happy is made by heart not 
wealth. But to feel happy, we need wealth 
to live on day by day
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 Study Session  
 
“Role of young people in attaining the Millennium Development Goals” 
 
14th Ａｕｇｕｓｔ 

 Pre-discussion about MDGs, Ｔｏｍ Ｏｇｏｌ   
 
15th August 

 Goal 1. Eradicate extreme poverty & hunger:Moses Muthui 
 Goal3. Promote gender equality & empower women: Ryoko Yoshida, Winfred Njeri  
 

16th August 
 Goal 6. Combat HIV/AIDS, malaria & other diseases: Shota Tominaga, Hiroko Koshida, 

Junko Oyama, Humiko Hashimoto, Samuel Maina 
 Goal 7. Ensure environmental sustainability: Kaori Misumi, Mihori Ueyama, Sophie 

Ligondo 
 
17th August 

 Goal 8. Develop a global partnership for development: Go Oyama, Simon Muchiri、
Immaculate Gori, Olivia Njiri 

◆ Japanese Now and Then, and Kenyan Future: Nakai Shotaro 
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Goal 1. Eradicate extreme poverty & hunger 

 
Question and Answer 
1) How do you think what is role of young people in Goal 1? (Go) 

A.・youth employment 
500,000 young people are seeking for employment every year. Goverment will give only 
80,000 people. Youth need seek more job. 
・Political system 
Youth have to appeal their opinion to political system－say ”no corruption”, ”good 
decision”. Youth have to be involved in political system. Youth (from 18years old) can 
stand for Parliament and to get involved in politics(But to stand for Parliament need 
many money) 

  ・government use 1billion ksh for Youth. But we need more. 
 
2) Tax in Kenya is too expensive to pay. How do think about Tax? (Ryoko) 

A. Tax System in Kenya is like 16% V.A.T (Value Added Tax), income tax, import duty. For 
example, in Spain people can get school free, medicine free, hospital free because of high 
tax. Kenya is surely high tax, hey have to use for basic need. (Winnie) 

A. Percentage of Tax in people who just graduate should be lower. (Maina) 
A. Kenya should take in system ”more rich, more tax”. 

 
3) How people in poor can be rich? (Calrosi) 

A. Government should take care of poor. 
A. Everyone is responsible and should do something. 

 
4) If there are enough food, resources, water, how do we distribute them? (Linda) 
A. We, rural area’s people, should creative jobs, go back to my home town, and think that 

“What should we do something for our town?”  
 
5) What should Government be? (Gori) 
 
6) What is deference between GDP and GNP? (Maina) 
A. GDP is gross domestic product and GNP is gross national product. 

 
7) What can we prevent HIV/AIDS? (Olibia) 
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A. We can prevent HIV/AIDS to do safe sex. 
We should distribute condom to prevent HIV/AIDS. (Winnie) 

 
8) Relationship between World Bank and World Food Program (Sophie) 

A. WB is a bank. So, if we borrow money, we must pay back. 
WFP is a aid program. So, I don’t have to return. 

 
9) How do you think about Globalization? (Kaori) 

A. It is a problem all over the world.  
We should have international company like TOYOTA. 

 

Goal3. Promote gender equality & empower women 

 
Presentation Ⅰ 

“MDGs Goal3 Promote gender equality and empower women” 
～ on the present situation in Japan and better measures ～ 

By Ryoko Yoshida 
 

1, First 
Gender equality is a human right and at the heart of achieving the Millennium Development 
Goals. It is a prerequisite to overcoming hunger, poverty and disease. This means equality at 
all levels of education and in all areas of work, equal control over resources and equal 
representation in public and political life. Achieving parity in education — in primary school 
and beyond — is critical if women are to engage fully in society and the global economy. But in 
too many countries, girls are left behind. Among the numerous benefits of quality education is 
the security that comes from paid employment. But all too often, women are relegated to 
insecure and poorly paid positions. On the other hand, in Japan where equality in education is 
almost established, can you say that women are engaged fully in society and the global 
economy? High academic background does not exactly mean empowerment women. 
 
2, Report on MDGs and ODA of Japan in 2005 
“Promote gender equality and empower women “ 

～Report on the Millennium Development Goals～ 
…Still they remain a small minority in salaried jobs in many regions. Although women’s 
representation in national parliaments has been steadily increasing since 1990, women still 
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occupy only 16 per cent of seats worldwide. 
 

～White paper of ODA in Japan in 2005～ 
…Since we made “The initiative Women in Development (WID) in developing countries” in 
1995, we have tried to integrate a process of Women in Development with backing up the three 
area which are education of women, health and participation in economic and social action. 
For 8 years, from 1996 to 2003, approximately 72 million US dollars are allotted for the 
support relating to this. Also, on the scheme of ODA revised in 2003, point of the view of 
Gender Equality and progress and progress in status of women are specified as a basic policy 
of ODA. Furthermore, on March 2005, we newly prescribed  
“Gender and Development (GAD)” after revising “Women in Development (WID) initiative” to 
strengthen approach to Gender Equality and progress in status of women with incorporating 
viewpoint of gender to any stage and are of ODA. 
 
3, the present situation in Japan 

After WWⅡ, for about 50 years, Japan has rehabilitated the economy building the present 
status and prosperity in the world. But for the status of women, Japan is infamous. According 
to gender empowerment measure (GEM) in 2000 in “Report on Human Development” 
organized by United Nations Development (UNDP), Japan is 41st out of 174 countries. Also, 
in “Report on international competitive ability 2001-2002”, the situation of women’s economic 
activity of Japanese is 69th out of 75 countries, it is lower than some developing countries. 
    
“Strengthen the desire being housewife” 

～ Strengthen the desire being housewife for the center of university girls～  
“Japan economic newspaper 10/05/2005” 

‘What I read from the data, while career orientation is rising, the desire to be a housewife is 
also intensifying. These 5 or 6 years, even in universities which have female students aiming 
for careers, the desire to be a housewife is increasing, (omission) They have the image that 
working hard for long hours is not only hard but also is not rewarded.’ Said Mr. Yamada, the 
professor of Tokyo University for liberal arts. What I can say from this is that high academic 
ground is not directly connected to flourish in the society. This is because people still have the 
belief that women have to do housework, care for children and nursing when they get married. 
Even in Europe and the U.S. where measures reducing female burdens, for example, they can 
easily take a vacation to bring their children and so on, yet gender equality is not complete.  
 
4, Measures and my opinion 

The measure of “Promote gender equality and empower women” which is forwarded by 
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developed countries is not always right. In other words, simply gender equality in education 
does not really mean gender equality in society. Of course it is important that the number of 
girls entering school is equal to that of boys. However, it is not enough to make society 
perfectly gender equal. A society which men and women are the same can flourish in many 
aspects. There is need to change the existent sense of people. I think that people’s sense is 
greatly affected by the environment which people are born into and brought up in. In that 
point, education is a useful way to change people’s sense. The most important thing here is the 
quality of education and whether it puts into consideration each area’s culture and habit. In 
Africa there are habits of FGM and Japan has custom of predominance of men over women. 
Europe, USA, Latin America, countries of Asia and the rest of the world have different 
cultures respectively. Without considering the differences, prevailing in the education of 
Europe and US has no meaning. Therefore, it is necessary to think about education with 
respect to each area. In my opinion, thing to incorporate in is the content like makes children 
easily have their clear visions in future even in primary school and feel natural to flourish in 
society. If people have desires and hopes, they become to think that ‘I would like to be like 
that!’  Although it is presupposition to be the society which people realize their dreams in, it 
can’t miss to diversify and improve contents of education in thinking about “MDGs Goal3 
Promote gender equality and empower women “I consider. And it is a very important issue 
that we Japanese must think about as our issue.  
 
5, foot notes 
・ 『Report on the Millennium Development Goals』06/08/03 

http://www.unic.or.jp/pdf/MDG_Report_2005.pdf 
・ 『White paper of ODA in Japan in 2005』06/08/03  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/05_hakusho/index.htm 
・ 『NIKKEI NET』06/08/03  

http://smartwoman.nikkei.co.jp/index.cfm 
 
Question and Answer 
1) This is discrimination for man.(Moses) 
 
2) How do men and women cooperate together? (Go) 

A. They should work equal.Equal mean to get equal opportunity between man and woman. 
(Winnie) 

 
3) In Japan, what strategy government takes for empowerment of woman? (Simon) 

A. There are no special seat for woman in government. (Ryoko) 
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4) There are few woman in Japan to study abroad from Africa than man. How do you think? 

A. Japan accept student who major science technology, man tend to like science technology 
than woman. (Ryoko) 

 
5) What dose the difference between equality and equity? (Maina)  

A. Equality means “the fact of being equal in lights, status, advantages”. 
Equal means “the same in size, quantity, value. (Winnie) 

 
6) There are not a lot of women’s representatives in Japan. And Japan has never had prime 
minister. What do you think? 
A. There are not many women’ minister and representative in Kenya comparing to  other 

African countries. So, they need to advocate more. (Winnie) 
 
7) Man and woman are the same over their shoulder, just different on under their shoulder. 
 
Summary 

Having one member in the group from Japan and the other from Kenya, we shared with 
each other the situation of gender in each country. The proper keystone of this topic is how we 
should achieve the goal of MDGs, but it was not brought up in the discussion because the 
Kenyan students focused on ‘Men versus Women’ and there were few opinions shared by the 
Japanese students. It can be said that there are differences of consciousness about gender 
between us.  
 

In the presentation on Kenya, the situation of gender was well stated. For example, it is 
known that the rate of primary education of Kenya is quite high compared to other African 
countries. However, the percentage of girl students who advance to higher education is lower 
than that of boys. Why? There are some reasons. First, after school, girls would normally have 
to help their mothers more than boys so they cannot do their homework. Second, when girls 
have their periods, they have to stay at home until it finishes because the prices of sanitary 
pads are so expensive. Third, because girls get dowry from the husbands, most of time parents 
want their daughters to marry at a young age. In addition, the population of farmers is 
80-85% of the total population in Kenya. In the countryside, men have all rights to the lands, 
money and everything even if they do not do anything for their families. Also, in the 
parliament, the percentage of women members is under 8% and most of these women have 
rich families or relatives or husbands. 
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On the other hand, the presentation on Japan focused on the actions of the Japanese 
government for achieving MDGs and there were not many details concerning the situation of 
gender in Japan. This was something I wished to have been discussed more in detail. 
The issue of gender has no conclusion by both developed countries and developing countries 
yet. Therefore, it is an important issue that we must continue to discuss. I hope that this topic 
will be discussed in the study sessions in the future.       
       
 

Goal 6. Combat HIV/AIDS, malaria & other diseases 

 
Presentation Ⅰ 

Shota Tominaga 
Rikkyo university 

“What should we do in Kenya on a basis of the success of some countries ?” 
 
０．first 

This time we, the 7th Japan-Kenya student conference members, discuss MDGs. We, AIDS 
group, think about target 7 <stop to expand HIV/AIDS by 2015, and decrease after that. > 
Then I want to think about the provision of AIDS in Kenya reference to Uganda which is the 
successful example of AIDS in Africa  
１．HIV/AIDS trend situation in the world, Africa, and Japan 
 ●At first I want to survey it about the fashion situation of the world HIV/AIDS in 2005. 
<the world HIV/AIDS in 2005> 
HIV infections       total             40.3 million 
(2005)               adults            38 million 
              women            17.5 million 
              children(under 15)       23 million 
 
●Next I suggest the data of statistics and characteristics in 2003 and 2005 in Sab-Sahara 

Africa. 
 

< the data of statistics and characteristics in 2003 and 2005 in Sab-Sahara Africa.> 
HIV infections   women’s  new HIV infections adult HIV AIDS fatality by AIDS 

(adults・children)  infections (adults・children) positive(%)   (adults・children) 
2005      25.8million   13.5million    32million    7,2       24million 
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2003      24.9million   13.1million    30million    7,3        21million 

 
HIV infections in Uganda are about 7% in 2003. 
And HIV infections in Kenya are about 6.7% in 2003. 
 
●Finally, I suggest a number of HIV/AIDS reports in Japan. 
・The report of HIV infections and the patient of AIDS is 1,199 cases more in 2005. That is 

much more than last year.  
・The report of HIV infections is 832 cases. That increases.  
・The report of the patients of AIDS is 367cases. That decreases a little. 
 
２. Uganda (the successful example in Africa) 
     You know it is said that the HIV provision in Uganda is the rare successful example in 

Africa. Why could the HIV provision in Uganda become a success against the many 
difficult situations in Sub-Sahara Africa?  

 
● The background of the history 
The president in Uganda inaugurated in 1986 started to take actions as emergency politics. 

At the same year, the minister of welfare pleaded with the serious situation in Uganda for the 
international society requested the cooperation for international society, and declared the 
commitment for the inside and outside. The government executed the infection problems of 
transfusing and the program of national AIDS. But the comprehensive multiple・sector・
approach including the field except medical treatment was considered since 1987 and 
multiple・sector・program was executed in 1992. The original AIDS・control・program・unit 
was constituted each ministries and the sexually transmitted disorder was acted in 1994. 

 
 ●the provision for AIDS 
・ The provision for government 

The best reason why the provision for AIDS developed in Uganda had a great cooperation 
with another citizen sector. There are a lot of the groups about AIDS in Uganda. 
 ・international reaction 
   There is a flexible politic system to be able to receive the international aid in Uganda.  
 
●decrease of infection rate 
・ABC approach 

ABC approach is Abstinence, Be Faithful, use the Condom. Museveni said if you don’t 
promise ABC approach, you will die. 
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・prevention and enlightenment, care support 
・use the condom 
 In fact, the rate of use the condom in Uganda isn’t so high comparing to another African 
country because Museveni appeals abstinence.   

 ●summary in Uganda 
  ・the existence of ruler to inctegrate the national people 
  ・integrate each sector by national level 
  ・clear establishment of the aim to decrease AIDS 
  ・to be able to receive the several international aids flexibly  
 
３．The situation of Kenya 
 In Kenya, main group for HIV provision is not the government but NGO. 
●NGO’s provision 
・progress of VCT(Voluntary Counseling and Tasting) 
 VCT is developing now in Kenya. But care isn’t enough. So if HIV patients is positive, they 
go to a lot discrimination and stigma in the society.  
●actions to cure 
・The government can’t organize 
 The government suggested to introduce ART (Antiretro Virus Therapy) However, most of 
hospitals don’t have ART. 
・NGO and Christian hospitals  
 The important sector is NGO and Christian hospitals instead of the government. 
●AIDS provision in local area 
・gap for city 
 Health services don’t expand into local areas because isn’t decentralization policy. 
●problems and lack point 
・The government can’t organize NGO and so on.  
・the gap between city and local area 
・connected with other field 
・There are a lot of discrimination and stigma in the society. 
 
４．What should we do in Kenya (conclusion) 
・ The government should integrate several sectors because HIV/AIDS is not one problem 

but the connection with several problems. 
・ Not the government but NGO should organize several sectors primarily.   
・People should improve the discrimination and stigma in the society to decrease fear for 

people. 
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Presentation Ⅱ 

Hiroko Koshida 
Osaka Jogakuin College  

“What should we do for HIV/AIDS and MDGs” 
HIV/AIDS are serious disease in the world. It was 1981 that HIV/AIDS found from 

homosexual in the United States of America. In 2000, there were held Millennium summit of 
United Nations. It decided 8 goals and 18 targets. Target 7 of goal 6 is about HIV/AIDS. It say 
that until 2015, people stop to expanding HIV/AIDS and decreasing after. 
 
1. There are 8500 people died due to HIV/AIDS and infected it about 14 thousands people par 

day. People who died due to HIV/AIDS are often young. 
 
2. three routes of infection 

A. sex 
B. blood 
C. from own mother 

 
3. prevention 

A. sex 
use condom 
choose person 

B. blood 
don’t use injection that another people used 
 ex) drugs, operation, vaccination 
transfusion of polluted HIV 

C. from mother who is pregnancy 
caesarean operation 
take medicine like ARV 
don’t give mother’s milk to children 

 
4. achieved actions 

2001: agreement on trade-related aspects of intellectual property rights 
creasing researcher about HIV/AIDS 

2002: point out that curative medicines which can get cheap price didn’t enough to get it 
for people. 

      WHO manifested that they offer to ARV for 3 billion people until 2005 
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2003: bush president said emergency plan of helping AIDS 
2004: focused HDI that places are affected severe effect of HIV/AIDS 
      nelson said his san were died due to HIV/AIDS 
2005: G8 promised ODA include 50 millions dollars until 2010 

 
5. Japanese text 

In Kenya, students who are in elementary school learn about HIV/AIDS. In Japan, students 
also learn about HIV/AIDS but it is not enough. In text of health and physical education high 
school, there are 140 pages. But pages of HIV/AIDS are only two pages and this knowledge are 
not enough. In Kenya, they know about HIV/AIDS, but people who live in country side didn’t 
know about preventing HIV/AIDS because people couldn’t go to school. In Japan, students can 
go to school but they cannot learn about HIV/AIDS in school.     
 
Presentation Ⅲ 

  Ohyama Junko   
Osaka University of Foreign Studies 

“Generic drug of Anti Retro Virus drugs” 
1. Introduction 

To intercept spread of HIV/AIDS, it is important to look at the problem of HIV/AIDS in 
Africa and other country comprehensively, from various points of view. For example; gender, 
economy, international relations, history and so on. This time, I want to consider this problem 
with my main focus on medical care especially on drugs. 
2. What is generic drug? 

Pharmaceutical companies take the costs for developing new drugs and also for producing. 
Because of this, the prices of new drugs will be necessarily high. But drugs which are produced 
after that (they are called generic drugs) don’t need high costs for development, therefore 
generic drug can be produced and sold cheaply. Because infected persons can get drugs cheaply, 
many countries have adopted generic drugs especially; Anti-retro viral therapy drugs. 
 
3. TRIPS agreement and Doha declaration 
●TRIPS agreement 

TRIPS agreement was advanced by WTO (World Trade Organization). This agreement 
provides that each country that has joined the WTO must change the standard of law for the 
patents, the intellectual property and the copyright protection act to the standard in American 
law by 2005. 
By this law, companies that developed the new drugs can monopolize to produce and sell the 
drugs for about 20years. It means that other company cannot produce the generic drug and 
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infected persons cannot get the drug cheaply before the end of the patent period.  
 
●Doha declaration 
Doha declaration was also advanced by WTO in 2001.  
 
Contents of Doha declaration 

The dead line of TRIPS agreement 
The deadline of TRIPS agreement specifically on medicines in developed countries was 

delayed until 2016. 
The setting of the right of compulsory enforcement 
Under the specific situation, they can abrogate the patent for medicine through the exercise 

of this right. Under this right, pharmaceutical companies can produce generic drugs. The 
reason that this right was settled is, WTO stated public health should be of more value than 
profit of patentees. 

But this right is applied to medicine which is used within a country. It means companies 
cannot export generic drugs and developing countries cannot import them. 

So when 2016 is reached, every signatory of WHO including Kenya, must adopt TRIPS 
agreement. Now Kenya and other African country import generic drugs from companies in 
India. But in 2016 they will not be able to import them and since they don’t have 
pharmaceutical companies for generic drugs, the people will not be able to get the drugs at a 
cheap price. 
 
4. Conclusion 

AIDS is one of the three main infectious diseases (others are malaria and tuberculosis) in 
the world. It is said that three million people are dying every year because of AIDS/HIV. This 
shows that AIDS/HIV is a serious problem for us all.  

Anti Retro Viral drugs are very expensive, costing 7,000-20,000US$ for 1year. Presently 
African countries are allowed to produce, import and export generic drugs making the price of 
the drugs to sink to 300 US$ for year. The number of people that can take ARV drug has 
increased, yet only 1.2million people out of 40.3 million infected people can take them. Even 
generic drugs are expensive for people in developing countries. 

This means if generic drugs especially ARV drugs, are restrained, many people more than 
before will now not be able to get the drugs and will therefore die. This can be easily 
anticipated. I therefore think, we must not overlook this problem which is spiralling as it is.  
 
Presentation Ⅳ                                                

Hashimoto Fumiko 
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                                               Osaka University of Foreign Studies 
                                                         

“What can we do for HIV/AIDS?” 
 

UNAIDS estimated that people of HIV positive to be 4ooooooo in the world, and 70% of the 
people is in sub-saharan Africa. And many people are newly infected with HIV/AIDS every 
year in Africa. So, HIV/AIDS is emergency problem for human, and we can not recover from 
this disease completely. But, what we have to do against HIV/AIDS is recognized. That is 
prevention and treatment. The way of prevention and treatment are established. 
 
< Prevention> 
 Promotion of VCT 
 Safe blood transfusion measures 
 Prevention of STD ( sexually transmitted disease ) 
 Prevention of mother to child infection 
 Educate people about behavior change ( be faithful to your partner, abstain ) 
 
< Treatment > 
 Life and occupation support 
 Good nutrition 
 Treat opportunistic infection ( other infection that come along with HIV ) 
 Detection and diagonosis of infected person correctly ) 
 ARV ( Anti Retrovirus Treatment ) 
 

Although we know we can prevention and treatment HIV/AIDS, many people can not access 
the prevention and treatment. Because there are many problem. HIV is also concerned with 
poverty, gender, social customs. For example, people can not buy medicine of HIV, women can 
not insist safety sex and so on. I think we take many measures against HIV by many 
directions. 
 
< Global action > 
 Some pharmacentical company decide to offer ARV( a certain number )free 
 The World Bank lend money for HIV, and wipe debt out for some African countries in case of 
using for HIV treatment.                               etc. 
        

It is good to spread global action for HIV and it is notable action for government of African 
countries to admit that HIV is emergency problem and commit to the cause of HIV. More over 
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spreading VCT( Voluntary Counseling & Testing ) is important. 
 
< Conclusion > 

International society and developed countries should go on supporting these action in Africa, 
and call for positive message that we can do many things …….encourage people of HIV 
negative and  prevention, and find opportunistic infection and treatment earlier, treat with 
ARV and prevention of mother  to child infections. At this what can JKSC do against 
HIV/AIDS? What can Japanese do against HIV/AIDS?   

Japanese are not educated about HIV in school. So, many people do not know well about 
HIV. I think that it is important to educate about HIV/AIDS in school in Japan. 
 
Presentation Ⅴ 

        Sammy Maina 
Egerton University 

 
“SCIENTIFIC EXPLANATION OF ANTI – RETROVIRAL DRUGS” 

1. Introduction  
All organisms need to reproduce for the continuation of life. Reproduction is a complex 

process which has been studied by scientists gradually over many years. The main question 
that lingered in many scientists’ minds was what actually carried the genetic information of 
organisms. It was initially thought to be proteins but later confirmed by Robert Koch et. Al., to 
be the Deoxyribonucleic acid (DNA) found within the cells. 
 
 2. Viruses 

Viruses are the smallest microorganisms known to man. They can only be viewed under 
very powerful electron microscopes. They mostly consist of simple genetic matter enclosed in a 
protaineous capsid. In addition they may contain a protaneous envelope. 
 
3. Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

This virus belongs to a group of viruses called retroviruses. These are viruses whose genetic 
material is Ribonucleic acid (RNA). RNA cannot be used for reproduction and hence the virus 
needs to carry out a mechanism of converting its RNA to DNA so as reproduction to take place. 
HIV virus hence has an enzyme called Reverse transcriptase that is responsible for converting 
RNA to DNA. The DNA can hence undergo the normal replication process of producing amino 
acids through the messenger RNA. 
 
4. Anti retroviral Drugs (ARVs) 
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Antiretroviral drugs are the drugs purposely used to prevent the utilization of enzyme 
Reverse transcriptase by the virus. They hinder the process of conversion of RNA►DNA. The 
net result of this is hence the reduction of number of viruses in the body (Viral load). 

Reduction in viral load leads to improvement of the health status of the infected individual. 
 
5. Conclusion 

The understanding of how ARV works is important in achieving the 6th MDG. This is 
because there’s a great concern in the medicine world today where there’s increasing concern 
of drug resistance. It is important to note that proper usage of drugs will reduce resistance 
rate, so let the youth unite and promote the knowledge and proper usage of ARV drugs. 
 
Questions and answers 
1) How dose Kenya attain to stop spreading HIV/AIDS? (By Go) 

A. ABC approach 
A. Spreading ARV which makes AIDS delay 
A. Increasing home care instead of going to hospitals not to pay a lot of money and teaching 

how care patients at home (Simon) 
A. Teaching what HIV/AIDS is at school from elementary (Gori) 
A. (adding ABC approch) We should to emphasize using condoms with doing A and B to 

youth like high school students (Linda)   
 
2) What does Kenyan think about free condoms from NGOs? (Hiroko) 

A. They think it is good but government dose not do enough campaigns, so it should do more. 
(Maina) 

A. Example…Nairobi University has free condoms at hostels, but Egerton doesn’t have 
them. (Linda)  

 
3) Dose economic development relate to the rate of HIV/AIDS?  

A. No. Japan is a developed country, but the rate of HIV/AIDS is increasing because there is 
few education about HIV/AIDS at school in Japan. (Shota)    

 
 
Summary 

In Kenya, people learned about HIV/AIDS from they were young. Kenya government has 
given provision for HIV/AIDS. However, there are many people who necessitate to work as 
prostitute because they can’t get job and money to live, or raped from men forcibly. These are 
big problem in Kenya. On the other hand, in Japan, people didn’t enough to learn about it, and 
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it is only Japan since all of developed country that people are increasing to become HIV/AIDS.  
  If people have correct knowledge about HIV/AIDS and prevent from it, people don’t infect it. 
And it is important not only preventing HIV/AIDS but also treating HIV/AIDS. 
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Goal 7. Ensure environmental sustainability 

 
Presentation Ⅰ 

 Kaori Misumi 
Rikkyo University 

“The environmental issues in Africa and other countries” 

Data of the environmental fact in the world 
<Population> 
・World population is increasing at about 250 thousand of people every day. 

(Over 90 million people every year) 
・41% of people in the world are living in the town in comparison with the country.  

(3 times as more as 60 years ago)   
・In many “southern” countries, population had become double in 30 years. 
・By 2045, world population would become 9 billion. (Now about 6.5 billion) 
 
<Forest> 
・World forest lost 30 ha in a minute and 140’000 square km in a year 
・Some countries are said to lost natural forest in 50 years. 
・Because of acid rain, European countries lost 22% of forest. 

(In UK 57% of forest is damaged)  
 
<Desert> 
・ 60’000 square meters of desert is spreading every year  

(In Sahara, 1500’000 square meters) 
・Desertification influence 1billion people, one-sixth of world population. 
・Because of desertification, 71.3% of pasture is damaged. 
・Production worth rover 40 billion dollars cannot be made by desertification  
 
<Food> 
・By 2050, demand for food will 3 times increase. 
 
<Water> 
・Only 0.008% of water in the world can be used safely. 
・70% of people can’t drink clean water and about 25’000 people are died every day because of 



 

 150 

lack of control for clean water. 
・Over 30 countries face lack of water 
 
<Energy> 
・Developed countries use about 70-80% of energy, fuel, wood, and steel. 
 
<Trash> 
・In million people cities in the world, about 625’000 ton of water, 2’000 ton of food, and 9’500 
ton of fuel is consumed every day and it cause 500’000 ton of drainage, 2’000 ton of waste, and 
950 ton of chemicals which occur air pollution. 
・Only 25-55% of waste in all big cities is collected. 
・Over 5 million people are died by disease connected with terrible waste disposal.  
 
The environment of Africa 
One-third land of African is desert or arid zone. 
Originally, African climate is unstable and African countries often have drought. 
But the damage has been bigger and worse. 
This is because of population explosion, poverty, monetary economy, farm animals, and cutting 
tree. 
 
<Population explosion> 
Many people tend to go to the town from the country. Most of people go to earn money and to 
find a job. Recently because forest area is dwindling and field is getting worse, farmer and 
nomads who can’t continue their life by drought also go to the town to find job. Such people 
gather in the city and increasing population cause unemployment. 
This situation causes slams, crimes, epidemics, and AIDS problems. 
 
<Nomads and farm animals> 
For several thousand years, nomads had their life style; their moving give plants recovery 
time. Their typical food is goat milk and blood of camel (Rendil tribe in Kenya) and they 
seldom use fire for cooking. 
But as African countries independents, borders limited the radius of action. In addition, 
governments promoted them to settle down to impose tax. 
And making wells by the aid of other countries changed their life completely. 
To settle around wells, nomads haven’t had need to move to look for water. But their farm 
animals are so many that they ate plants thoroughly and the land changed into desert. For ten 
years, they lost too many plants to feed. On the other hand, they became to eat corn and grain 
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and they became to use fire more times. They also use wood as a fence to enclose animals. Also 
because of medical aid from other countries, death rate became decrease and it cause 
population explosion. 
  
<Monetary economy> 
Originally, African farmer made enough food to eat in their family. 
Slash-and-burn agriculture is traditional farm style and good for the earth. 
But to earn money more, farmers skip rest period and spoil the field. 
Soon they can’t harvest enough and they cultivate more and more as if the land is low quality. 
Because they cultivate huger field, they become short hands. 
Increasing family cause increasing in population and necessary of more food. 
To get food for family, they skip rest period more and spoils the field more. 
This situation cause hunger finally. 
 
< Assistance from other countries including Japan> 
Assistance from other countries is good to look at, but such assistance sometimes cause bad 
effect rather than good result. 
 
・Changing food style-----Food assistance made African food style changed. Originally, African 
farmers made traditional crops, like millet and sorghum, and nomads had milk of animals 
mainly. But after food assistance for hunger by drought, people became to eat wheat, corn, and 
rice. Such crops are more useful to cook than traditional. As a result, many farmers had to 
make corn and wheat, though the crops are not match in dry soil and sometimes planting 
crops make the soil spoiled. 
 
・Oven ------------------------Traditional African oven had only three stones under a pod, and it 
used a lot of woods. Japanese NGO taught more effective oven. The oven can save half of 
woods and it is spreading trough the Africa. But this kind of oven is not only for cooking but 
also for light, heater and protecting from mosquito using smoke.   
 
・Wells----------------------To resolute lack of water, many countries are digging wells. But in the 
Sahara desert, nomads become not need to seek water and they settle around the wells. Of 
course, wells offer many people water but it changed nomads traditional life style. 
   
・ Farm mechanization---------To make more food, international institutions and other 

countries supported to be farm mechanized. After introduce of machine, Algerian 
self-sufficiency ratio for grain changed from 93% to 40%Sudan. 
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Sudan also introduced farm machine by support from WB (World Bank). 
But the machine was so heavy that it made the soil hard and production went to fail down. 

 
Necessity of plantation 
By nature, African climate is unstable and often has droughts and floods  
But recently, the damage is getting more terrible. 
A kind of cause is lack trees. Power to soak up water is weak in dry land. 
And when it rains, terrible floods appear. Trees can stock water and steam from forest make 
over half of rain. That is,u forest prevents people from droughts and floods. 
There is “4 important F”; Food, Fresh water, Fuel wood and Fodder. 
They are most necessary things in Africa. Of course, they are connected with tree and to use 
them, we need a lot of tree. 
 
Tree…. Prevent us from droughts, floods, wind, strong rain and sunlight. 
       stock water. 
       makes food. 
       used for fire wood(fuel) and Fodder. 
       absorbs CO2 and make air clean. 
 
<What can we do for protecting forest? > 
4R movement  
・Refuse…….Do not make garbage. 
・Reduce……Reducing garbage. 
・Reuse………Using stuffs for long time. 
・Recycle……If the stuff can recycle, let’s do recycle. 
 
Situation of Kenya  
Over 90% of house energy is firewood and charcoal (The demand will be double by 2020) 
Population is increasing and it had became double in 2 years, thus cutting tree is also 
increasing and it is big problem. 
From 1982, the president started plantation movement and other countries including Japan 
supporting for the plantation. 
 
<Conclusion>  
Plants are most important resources for human, animals, and other species. 
We can’t live without food, water and products from woods. 
We know to grow plants need a lot of time and effort. 
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Now many countries are trying planting trees, but cutting tree is still big problem and forest is 
also still losing. Planting tree is only for preventing global warming but also for our future. 
Natural resources are not limitless. We must cherish them as long as we need them. 
 
Presentation Ⅱ 

                                                                  Sophie Ligondo 
Egerton University 

                                                                    AND 
 Mihori Ueyama  

Osaka University of Foreign studies 
 

“ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY” 
 
Environment: The air, water, land, in which people, plants animals live. 
Sustainability: An action or process that can continue or last for a long time without depletion.  
Environmental Sustainability Highlights: Under 1st and 2nd target- Integrate the principles of 
sustainable development into country policies and programs: reverse loss of environmental 
resources. 
Reduce by half the proportion of people without sustainable access to drinking water 
 
1) Biodiversity for development 

Biodiversity- Population of plants and animals of different species living in a given habitat or 
ecosystem. 

Poverty and Biodiversity are intimately linked. The poor especially in the rural areas 
depend on biodiversity for:  
I Food 
II Fuel 
III Shelter  
IV Medicine 
V Livelihood 
Biodiversity- provides the critical `ecosystem services’ on which depends including: air and 
water purification, soil conservation, disease control, reduced vulnerability to natural 
disasters(Floods, droughts and landslides) 
Biodiversity loss exacerbates poverty and likewise, poverty is a major threat to 
biodiversity. 

 
Role of UNDP and UNEP – helps more than 140 countries maintain and sustainably use 
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biodiversity. 
Has made biodiversity for development a prime focus of its Energy and Environment 
Practice through: 
a) capacity development 
b) knowledge management 
c) Policy advice 
d) Advocacy  
e) Provide critical information that will help countries better adapt to and cope with 

climate change and lessen it impact on their ecosystem, health and livelihood because 
climatic changes potentially devastate impacts on biodiversity particularly in the 
developing world. – important contribution to countries efforts to meet the MDGs.  

All this undertaken under BGP- Biodiversity Global Programme, GEF- Global 
Environment Facility  
UNDP therefore leverage change at the local, national, and global levels. 
 

2) Drylands Development Centre – since 1990, 800 million people have gained access to 
improved water supplies and sanitation – constructing wells and boreholes, treatment of 
sewerage before disposing to river. Treating tap water. 

Dryland Development Centre and encompasses all the 8 MDGs, with special emphasis on goal 
NO 7- Ensure environmental sustainability.  

Focussing policy on land and water management, majorly by promoting innovation among 
farmers- small scale farmers are capable of developing innovative and successful 
techniques for land husbandry and water management- working hand and hand with 
FAO- Food and Agricultural Organization. 
 

Solutions: 
・ Encouraging national cleaning days where everybody participates in making the 

environment clean 
・ Imposing strict laws governing deforestation  
・ Improving on environment conservation measures to avoid deforestation and prevent 

further pollution of environmental resources 
 
Target 3 : Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers by 2020 

Definition of slum- Area in which residences with extreme poverty are congested in the city 
and the scraped situation in which people cannot receive the public services which people 
living in the city receive. 
There are slums almost all over the cities in the world and sometimes it is called as the 
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Poverty Town. 
Approximately over one billion people are the city residences out of the world population of 6.5 
billion. 
These people are not only who lost their houses because of natural disasters such as  
War, Floods, Tsunami, but also there are millions of people who are forced to live under poor 
environment in South East Asia, Africa and South America. 
Rate of residences of the sum in the world: 60% of the whole population. 
・ Latin America: 14% (1.34 hundred millions) 
・ Africa of the south of Sahara : over 70% of the city population( 1.99 hundreds million) 
Kenya: Nairobi city – 55% of the population 
 
Problems in the slum 
1) Hygiene 
・ Garbage not collected the right way – causes the bad sanitary  
・ Dirty water coming from toilet is discharged to the sewerage – great cost of infectious 

diseases  
・ People living in slum put dirt in the paper bag and throw them away to the streets- called 

flying toilet. This pollutes the food and causes diarrhoea, typhus fever etc with all these 
reasons, death rate of babies and infants reached 48%. 70% of children cannot live till the 
age of 5. 

・ HIV/AIDS – because of extreme poverty, and less opportunities for employments, people 
especially the young have nothing to do thus they resort to using drugs. 
Also , inorder to survive, get food for kids and earn money, many women are forced to do 
prostitution. 

・ Unsanitary water- dirty water for drinking  
26 hundred millions of people in the world cannot reach the basic sanitary facilities(19% is 
in Africa) 

   This results into infectious diseases eg Cholera, Dysentry and Diarrhea – main cause of 
death in infants. 

 
2) Environment 
・ Houses in Japan called Shanty are built in the suburb- they are built with breakable 

materials such as rusty iron fence and the soil wall suffer damage of collapsing. 
・ Since such shanties have been built very close to each other it is very hard to pass the 

Ambulance during an emergency- connects to deterioration of the life and environment. 
・ Kibera Slums in Kenya- the world’ biggest slum with 7 hundred thousands residences. 

It is said that Kibera Slum was formed by inflow of other ethnic people from neighboring 
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countries and inflow of local people to the city.. 
・ Education 

Lack of public elementary schools 
Since the school fees for the public elementary school became free(Free Primary Education 
Programme), the number of students increased rapidly,and the quality of teachers has 
been less(120 students for just 1 teacher in 1 class) 

 
Solutions: 

・ Organizing Cleaning Days in the slums to improve the cleanliness in the slum and 
environment. 

・ Construction of public toilets in the slum to avoid flying toilets 
・ Resettlement schmes by the Government on free available land to provide better housing 

to slum dwellers. 
・ Decentralization of public infrastructure and resources to the rural areas to avoid 

Rural-Urban migration(reduces congestion in the city)  
  
Questions & answers 
1) In Kenya, people cook with charcoal because they don’t have gas and they have to bring 
water and tees from forest. In Japan, how cook people live in countryside? (Moses)   
A. In countryside of Japan, There are charcoal and people can use gas and electronic. 

(Mihori)      
 
2) In Kenya, people have a movement for keep forest like the greenbelt movement. How about 
Japan? (Gori) 
A. In Japan, there are no such as a movement because Japan import many cheaper trees 

from Indonesia, Malaysia, and China. (Go)  
A. In Indonesia, amount of trees decreased 70% of before because of exporting to Japan. 

(Calrosi)  
A. It is problem that cutting trees for making place to play skiing and golf as leisure land. 

Now, they don’t cut so many trees. (Kaori) 
 
3) Are there nomads in Japan? (Gori) 

A. No, there is no nomad in Japan. (Kaori) 
 
4) What does Japanese government for homeless? (Maina) 

A. For example, about Nagoya prefecture. Government lend home for them. They don’t 
lend no money because if government lend home free to homeless, they can’t live their 



 

 157 

own life. If they can’t pay money to lend home, they have to go out. (Go)  
A. Three or four month later from living homes are rent from Government, homeless have 

to go out, because Government suggest them to find jobs and work. (Calrosi) 
5) What is shanty made from? (Maina) 

A. It house is easy to make and is made from blue nylon, paper box, and scrap. It is not 
resemble Kenyan shanty of slum. (Mihori) 

A. They live in station to sleep because there are proofs and maybe under the bridge. (Shota, 
Go and Calrosi) 

 
Summary 

In Japan the subject of deforestation haven’t been taken up recently. The reason why is the 
wood in Japan is very expensive concerning from the personal cost. (Japan- no decrease of the 
forest in past 30 years and the rate of forest possession is 67% whereas  Japan is the 
most wood importing country in the world. ) However, Kenya and other African countries 
deforestation is one of the biggest issues not only to the nation but also to the citizens who 
more than 80% of people do the agriculture because it occurs various natural disasters.  

In the side of life environment, we can not ignore the problem of the slum. Today in Japan 
we do not have the infectious disease because of the water pollution, and also slum and street 
children, but still exist many people who lives on the street, “Homeless People” and especially 
it is said that the difference between the rich and the poor is getting bigger recently and the 
number of people who have difficulties in their lives is much increasing. We could not discuss 
much these issues we have in Japan, but we could know the situation concerning these in 
Kenya and could confirm the difference and the similarity between in Kenya and in Japan 
deeply again. 
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Goal 8. Develop a global partnership for development 

 
PresentationⅠ 

Go OYAMA 
Osaka University of Foreign Studies 

 
“What should Japan do for attaning MDGs?” 

Preface 
Global Partnership is the core of MDGs, because MDGs is not only the goals of developing 

countries but also the agreement of the 147 governments in all over the world. 
Then, MDGs is not only just to aid but also to co-operate, so Global Partnership is necessary 

for attaining MDGs. 
It is often said “Japanese governments will pledge to give money for contributing MDGs“. 
So what is the most important thing that Japan contributes for MDGs? I think the most 

important thing which Japan contribute for MDGs is to promote “partnership”. And I will 
have presentation for “how Japan promote global partnership and what we youth or JKSC can 
do for attaining MDGs”. 
 
1. Discussion on ODA at 4th conference 
 “Japanese ＯＤＡ is no use.”  
the problem is ODA itself?  
I think the matter of ODA is not ODA itself, 
but the process of planning and acting ODA-project. 
 
２．Japan has partnership for Africa? 
 
Can you say “Japan has partnership for Africa?” 
 
According to Mr.Aso( Japanese Foreign Ministry )，Japanese foreign policy is mainly  
based on the Japan-United States Alliance、Asia for National Security ,  the Middle East for 
Oil , and Africa for acquiring U.N Vote( Africa has 54 vote ). 
Moreover, Japanese  NGO”TICAD Citizen Society Forum” says, Japanese Policy for Africa is 
not for Africa itself, but followed by European  and America. Japanese Development 
Assistance for Africa doesn’t consider citizen of Africa, who is the most important. 
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Some Japanese doubt ”Why Japan have to aid Africa?” 
 
3.What should Japan do for attaining MDGs? 
2008 Japan Summit(G8)  
TICADⅣ 
■ Japan have to promote to understanding of Africa by dialog in citizen level. 
 
1.Japan should increase to accept the number of students from Africa and expand major 
which students from Africa apply for Japanese government scholarship. 
Scholarship for accepting student from Africa is one of ODA. 
Japan pledged to increase ODA for Africa in 5years.  
 
chart: Number of International Students by Region of origin 

Region Number of students ％ of total 
Asia 113，644 93.3％ 
Europe 3，106 2.5％ 
North America 1，925 1.6％ 
Central and South America 1，024 0.8％ 
Africa 957 0.8％ 
Middle and Near East 656 0.5％ 
Oceania 500 0.4％ 
Total 121812 100％ 
May 1,2004  
JASSO http://www.jasso.go.jp/statictics/intl_student/data05_e.html#no3 
 
Reference: 
TICAD Citizen Society Forum.     
 
Presentation Ⅱ 

Olivia Adhiambo Njiri 
Egerton University 

                                                                                                 
It is of paramount importance for countries to have Global partnership for development 

because most countries cannot be independent. A country can therefore identify a country that 
it can co-operate with. This involves identifying a suitable partner with different potential 
that it lacks e.g. a country may have finances and technological know-how but lack natural 
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resources and vice versa. These two countries can therefore co-operate so as to strengthen 
each other economically. 
  
TARGET 17 

In co-operation with pharmaceutical companies, developed countries ought to provide access 
to affordable drugs in developing countries. The Doha Declaration which demands that “By 
2016 African countries should not import generic drugs from other countries” should be 
amended. This is because it may not be possible for the developing countries lack sufficient 
funds to put up pharmaceutical companies for generic drugs thus costly medication or 
expensive drugs. They should therefore be allowed to import drugs at a reduced rate (low or no 
importation taxes), or developed countries should help in terms of providing finances and 
technological know-how to help set-up these companies. This would help extend co-operation 
among the two countries. 
  
TARGET 18 

In co-operation with the private sector, make available the benefits of new technologies 
especially information and communication. Developing countries can provide market for the 
developed countries manufactured products e.g. Kenya is the largest importer of Japan 
Vehicles (marketing is done through Toyota which is based in Kenya ). The European Union 
should help in the development of infrastructure. This is important because without 
infrastructure, communication is impaired thus inhibiting development. 

This form of co-operation will help in contributing to world security and development. 
  

Presentation Ⅲ 
 SIMON MUCHIRI 

EGERTON UNIVERSITY .  
 
ALLEVIATING POVERTY THROUGH GLOBAL DEVELOPMENT 
INITIATIVE AS AN INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION 
  
Promoting International Development -  
 
The Global Development Initiative is an important movement that promotes a new model of global 
development cooperation based upon three core principles:Increased participation of civil society in 
governance and policymaking, and Effective international partnership and cooperation. Greater 
country ownership of development strategies Bridging the unacceptable gap between the rich and 
poor of our world is the greatest challenge of our 
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time. Therefore views on global development are not only a moral concern, but also an imperative 
to achieving world peace. 
To this end, international development cooperation is critical and can be effective only where: 
Sound policies are nationally owned People have the capacity to determine such policies Enabling 
resources are made available, and The donor community effectively coordinates in support of a 
country's national strategy. International Development in a Post Cold War World. 
 At the end of the Cold War, wealthy, developed countries turned their backs on developing 
countries when they most needed support. Aid from international agencies was often given to 
promote an international agenda. International development assistance came with conditions 
countries could not meet or conditions that did not address these countries' own priorities and 
needs.  
  
Meanwhile, developing countries took a top-down approach to economic and social policies because 
they lacked many of the democratic institutions that permit citizens and citizens' groups to 
participate in public decisions and promote government accountability and transparency. These 
governments also often lacked the capacity to manage foreign aid coming from multiple sources, 
resulting in duplicated efforts, wasted resources, and inappropriate projects.  
 
Global Development Initiative at Work  
The principles of the global development initiative have been advanced through: 
On-the-ground work in four partner countries - Albania, Guyana, Mali, and Mozambique, and 
High-level Development Cooperation Forums that draw lessons from the country experiences, 
examining the impact that global forces and policies are having on the development of poor 
countries.  
In partner countries, the initiative has assisted government, private sector, civil society and 
international donors in devising country-owned strategies for sustainable development and 
democracy. The Global Development Initiative brings unique assets to these efforts. These 
capacities place the Global Development Initiative in a special position to enhance  international 
development cooperation and facilitate the formulation of national development strategies.   
International Development through National Development Strategies Recognizing that effective 
change cannot be promoted from outside a country, many developing countries and international 
development institutions have begun promoting the concept of a National Development Strategy. A 
National Development Strategy outlines a broad vision for the transformation of a society and the 
essential policies, investments, and actions that need to be taken by the business community, 
governments, nongovernmental organizations, and individual citizens to make it happen. The 
process of developing a strategy is crucial: it must be participatory and include all elements of 
society. Participation is essential to managing change and to developing a more democratic culture 
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where governments listen to people and people take ownership of decisions. After an invitation 
from a government, the Global Development Initiative works with civil society leaders, business 
leaders, and representatives of nongovernmental organizations to organize and manage a process 
to create a National Development Strategy. A steering group formed by these people will then lead 
the development process: 
Gathering and disseminating information 
Training local groups in policy analysis 
Conducting "town hall" style meetings throughout the country 
Researching and debating alternative public policies Holding meetings between government 
officials and nongovernmental organizations to jointly craft 
proposals,  and Promoting debate of issues among elected 
 
Questions & answers 
1) In Go’s opinion providing HIV/AIDS and going to Japan to study from Africa can achieve MDGs. 

Can Japan help MDGs only two ways?  If you don’t think so, please tell us other way. (Linda) 

A. No. Japan government accepts import from low developing countries. There are many things. 
Japan is lack of studying about Africa. Top priority Japan has to promote direct dialog more. (Go) 

 

2) What did you do in your life and in something responsibility? (Calrosi) 
A. In university, there are advisers of community service. In community service take children to 

slum, children’s home and people live in HIV/AIDS. People don’t have enough food. They cannot 
take HIV/AIDS drugs.  In slum like Madare and Kivera have to clean up because there are very 

dirty. And they go to children’s home to clean, wear clothes, and play them. (Linda) 

 
3) What is GNI? GNI and GNP is different thing? (Moses) 

A. GNI means Gross National Income. It’s different from GNP. In 2004, Japan’s GNP is second but 

GNI is fifth. In 2005, Japan’s GNP is also second. (Go) 
 

4) Why students who came from Africa are few than Asia? (Calrosi) 
A. From Asia country to Japan is cheaper than from Africa. In Asia more need to learn in Japan than 

Africa. (by Go) 

 
5) Why Japan aids Africa? (Nonose) 

A. Africa is one of the worlds like Asia, America, and Europe. We have to cooperate every country. 

Japan cooperate America, Europe, and Asia but Japan don’t cooperate Africa. Japan has to big 
power, responsibility and ability for contributing to world security and world development. (Go) 
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6) Go said, “Many people in Asia countries go to Japan because ticket’s price from Asia to Japan is 

cheaper than from Africa. Is it main point about it?” (Carlosi) 

A. Africa is far than Asia from points of geographical, economical and sightseeing. So some 
Japanese don’t understand national profit of cooperation to Africa. Government doesn’t 

understand importance of Africa. (Go)  
A. Japanese only is used in Japanese universities, it is reason that a few student go to Japan from 

Africa, because students have to study Japanese. Considering Japanese themselves only is 

problem. (Linda)  
A. Japanese is used in university. But it is not reason for it, because many people in Africa want go 

to Japan to study. But they can’t, because of small scholarship by Japanese Government and we 

want them to come to Japan. (Carlosi) 
A. Only few in thousand students can go abroad to study with scholarship in Africa. (Ryoko) 

A. Students who go to USA don’t have scholarship and they concerned themselves. Also Japanese 
Government don’t give students who are from Africa so they can’t go to Japan. All reasons are 

expensive money, language, barrier and a few scholarships. (Maina) 

A. In Kenya, two types of students who go abroad to study. One type of that, they go by scholarship, 
and other way, they sponsor by themselves. In Japan, most of student use scholarship because they 

don’t have much money to pay. Comparing of America and Japan, America is more convenient 

than Japan. (Simon)  
A. Government in Africa provides scholarship. Number of cities which provide it are increased to 

one hundred. And it is depend on Japanese students. (Sophie) 
A. Scholarships awarded to Kenya are few. Japanese members through the Japanese Embassy 

should select for more scholarships to Kenyan students. (Maina)  
A. We JKSC can make report for Embassy to increase scholarships. (Sophie) 
A. Maybe we can go to Embassy with a draft report of this conference to ask it. (Ryoko) 
 
7) What do you think about Go’s opinion? (Go) 
A. We should have the consensus of JKSC and we all agree with him opinion which Japan has a 

partnership with Kenya. (Maina) 
 

8) When the dept of developing countries are canceled by World Bank or some developed countries, 
what happen to the developing countries? (Orivia)  
A. The international organizations like IMF lend developing countries like Kenya with forcing 

them to accept some strategies of their organization. (Simon) 
 
9) What is the difference between internal and external dept ? (by Orivia) 

A. When the country has internal dept, the countries don’t have to take strategies by them. 
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10) What will happen when the country which borrows money from internal banks doesn’t pay 
back? (Ryoko) 
A. If the country doesn’t pay the money, the banks can get properties of the countries by the 

country.(Mose) 
 

11) Is it safer to borrow money from World Bank than by local banks because of the possibility 
of the corruption of local bank? ( Ryoko) 
A. World Bank is less possibility of corruption than local bank (Mose) 

 
12) How do you organize the trade equity when the some developed countries export same 
goods? 

A. These countries which join international market like COMESA are unified goods places. 
(Saimon) 

 
13) How the developing countries compete with others? (Ryoko) 
  A. The international organization like OPEC organizes to compete in a fair price considered 

the quality of goods. (Mose) 
 
14) Is it good to set a same price in the world? (Ryoko) 
  A. It is better to have the same price like that. (Simon) 
 
15) The situation is a polarization between developing countries and developed countries. So I 

don’t think the developing countries can be developed countries in future. How do you 
think about it? (Carlosi) 

 
16) In Kenya, people produce chai and coffee but we don’t process them. People export trees to 

England. 
 
Summary of Goal8   Go OYAMA 

When I review our study session on Global Partnership, we could not discuss deeply. 
Goal 8 contain many various issues like 7 target.Development Assitance has many issue ,in 
addition to this,Goal 8 has issue on trade,employment,information,special need of island. 

Goal8 is not merely Development Assistance.So that,it is important to have partnership 
between developing countries and developed countries, not only to give fund like ODA. 
According to “the JKSC-4th Report” ,some of Kenyan members have critical opinion for 

Japanese ODA. 
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I asked 10 Kenyan members,”Do you think Japan has partnership for Afrca?”. They all 
ansered “Yes.”I was surprised.They know JICA and AICAD and they support their activity.I 
had seen AICAD office in Makelele University in Uganda.AICAD act in univeisity in 
Kenya,Tanzania, Uganda. So that for students AICAD may be familiar to them. 

In Japan, it seemed people who are related to MDGs often focus on fund of ODA. Japan is 
supposed to think how to build partnership for Africa or what partnership is. Donor and 
Recipient doesn’t represent for partnership, but for relationship of ups and downs. 

JKSC has to think what partnership is through our activity. For building partnership, 
government, NGO, university, or others have to cooperate. For JKSC, we have to cooperate 
these organizations and contribute for building partnership through position like student. 
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“Japanese Now and Then, and Kenyan Future” 

NAKAI Shotaro 
Tokyo University of Foreign Studies 

 
The premise: it is not my intension that this topic is the boast of Japan. I want you to think 

about the future of Kenya with the example of Japan. All the reason why I choose 
Japan is that I am Japanese. That’s all.  

 
 

“Japan is a major economic country, but the peoples are really happy? ” 
 

An aim of this topic: what is the character of the Kenyan peoples? 
What is the framework of Kenyan future that goes with it? 

  
“What should we do to make Kenyan really happy?” 

 
To make this topic, I want to introduce the facts in Japan. 
◎ The contradiction in Japan 
 Positive: the strong economy (Ex.TOYOTA), the good spirits (Ex.Bushido) 
 Negative: the polarization of the people into the rich and the poor, the rates of 

felling happy 
 

The state of happy is the state of feeling happy. 
 

That’s… 
The state of happy is made by heart, not wealth. (1) 

 
But… 

To feel happy, wealth to live on day by day is needed. (2) 
 

Relations of Japanese spirits and development 
 
1.What’s Bushido? 
○ as like ”rules of chivalry” →spirits of fair play in battle field 
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○ Bushi=cniht as top of the hierarchy                       Bushi 
 
○ rules to be accomplished by Bushi or manners which are gotten 

in moral education by Bushi 
 
○ no textbook to teach 
 
○ Being built for hundred years 
 
○ The character, for feudalism 
 
○ For practice 
 
The constituents of Bushido: honor, faith, loyalty, patriotism, sacrifice, non-loss and gain 
calculation, feelings, purity, rusticity, economize 
 

That’s…Bushido is not special spirits!  

There are many same spirits in all over the world! 

 
2.The reflections to the present day 

・ Japanese rapid economic growth after WWⅡ(positive point) 
・ Seniority system(positive) 
・ Permanent employment(positive) 
・ World War Ⅱ/ the Pacific War(negative)  

 

 
tradesman 

 
farmer 
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Personal Experience 
 
■Tom Ogol 
 
■Simon Muchiri 
 
■Shota TOMINAGA 
 
■Go OYAMA 
 
■Mihori UEYAMA 
 
■Hiroko KOSHIDA 
 
■Ryoko YOSHIDA 
 
■Junko OHYAMA 
 
■Fumiko HASHIMOTO 
 
■Kaori MISUMI 
 
■Kaori NONOSE 
 
■ Shotaro NAKAI 
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“MY EXPERIENCE”                                                    Tom Ogol 

 
The JKSC 7th conference was indeed a unique experience. Being a leader and a Chairperson for 

that matter, I must say it was quite involving .The entire duration of the conference gave me an 
opportunity to work and serve the JKSC members. Every step of the way I had to be alert and 
ensure everything went on as planned. 

This time round the 7th conference gave its members and other students chances of a lifetime; 
from meeting dignitaries to traveling and the fun we had. 

The level of success achieved by the conference assured me that indeed focus in one’s life is very 
important! I believe that in all we do, we must remain true to our course! 

I learnt a lot of things as a result of our interaction; I must say my time keeping has improved a 
lot! This is one culture that is paramount to any development process in a community and the 
country at large. 

I cherish the fulfilling and exciting moments we had and wish that more young people from 
Japan & Kenya would continue experiencing so, for the sake of good the relations between both 
countries. 

JKSC has experienced encouraging growth and the future is bright! I am sure that soon we’ll be 
impacting our societies in a great way. 

I am grateful to every person whom we worked with to ensure the success of the 7th conference! 
We are indeed looking forward to the 8th conference in the coming year. 
Lets take action together! Long live JKSC!! 

 

“My Experience”                                               Simon Muchiri  

 
For the conference I must say I really enjoyed myself during the same. 

What was more interesting was realizing that all people reason in the same manner regardless of 
their nationality. 

I also realized that for JKSC-Japan only guys with courses related to international affairs were 
interested in traveling abroad or meeting new people, unlike JKSC-Kenya where guys were 
interested in international affair regardless of their major. But all was well- that ended well. 

For JKSC-Japan members welcome to Kenya again and again and be our good ambassadors. 
For JKSC-Kenya members thank you again and again for your good and patient spirits and also 

your cooperation. 
Long live JKSC, long live the earth. Hail the relations between Japan and Kenya. 
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“Kenyan world that I felt”                                   Shota TOMINAGA 

 
I have never left Japan in my 20 years lives. I’m a just Japanese man that was born and grew in 

Japan naturally. I may be a indifferent 20 years man that knows nothing about the world except 
for Japan and has lived for a long time. The only chance I can know the world information is on TV, 
newspaper, magazine, and internet. But in fact, I always think that I want to feel the world 
actually. At last I could get a chance that I went out the very small community, Japan and I could 
touch the outdoor airs. But I thought then that the first time I went abroad was not Kenya that 
was in eastern Africa so far from Japan, but another country near Japan. However, I chose Kenya 
in my first foreign country. 

I’m often asked a question when I came back to Japan. The question is “How about Kenya?” It is 
difficult for me to answer the question because I stayed in Kenya for about 3 weeks only. I don’t 
have the experience that I talk about Kenya easily. But I have a little experience about Kenya. So, 
the thing which I answer the question is the duty. I decided to answer this then. It is “I was 
enjoying myself in Kenya.” It is so simple answer, but it is the frank answer for me. The word is 
including my all Kenyan experiences. Certainly I experienced not only the enjoyable things, but 
also the difficult things of the cultural differences between Japan and Kenya. (Especially the 
consciousness of the time) But I should think that if I didn’t leave Japan, I couldn’t feel the cultural 
differences. I would not find it if I lived in Japan naturally. That is the new something enters to my 
mind and my small field of vision spread far out than before. In this way I could feel everything 
positively even though it was the happy, hard, and anger things. I didn’t write the essay of Kenya 
in detail. But I thought that I wanted the people who read this essay to feel the greatness to touch 
the new world. So, I wrote this essay like this. 

Kenya is the help country for me because it changed my world vision so much first. I never forget 
Kenya because it influenced for me so much. If I met something that I didn’t know what to do, I 
want to return to Kenya again. I’m sure that I can find the answer in Kenya. 
 

“The power of believing invisible things”                       Go OYAMA 

 
To believe invisible things is sometimes not easy. 
For example, you are talking with your friend. Surely, you can recognize your friends ARE 

THERE ,and it is easyｙ to communicate with him. However, it is not easy to communicate with 
people who live over sea, whom I haven’t met. 

Japan-Kenya Student Conference is intercollegiate and international student group. It is 
hard to make program which we will stay Kenya in August together with member who is another 
university, another region, another country. This time, in Japan-side all members changed, no one 
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in Japanese member knows every Kenyan member. In this situation, we communicated by E-mail 
or international call. In case which we haven’t met before, we often have misunderstanding. 

When you can’t understand what other person think about, you assume he think the same 
opinion as you. You have to remind other person has different opinion and keep your mind below 5 
things. 

1. Generous attitude to accept other’s opinion. 
2. The mind you wonder why he/she think so 
3. The patient mind to tell your opinion clearly 
4. to compromise 
5. To respect and trust he/she 
It is easy to communicate if you and he/she are close. However, if you haven’t met him, you can go 

ahead by believing him. If you are the same group as him, you can share your idea and you can get 
to know each other. 

I believed Kenyan members are surely in Kenya, and act for Japan-Kenya Student Conference 
like Japan-side. I trusted them before I had met them. 

It is not easy to build reliable relationship. 
You don’t have to need endure, nor force your opinion. The most important thing is not to give up 

communicating. 
You can keep the power invisible future and counter-partner in invisible distance.  

 

“My Experience in Kenya”                                        Mihori UEYAMA 

 
“A person who has drunk the water in Africa will come back to Africa.”  When I heard this 

phrase in Japan, I had no idea what it deeply meant. I don’t remember when I started to be 
interested in Africa, the opposite, far and unknown world. I was just curious what the life, people, 
and culture and custom there were like. I think this is my first origin of investigation of Africa. The 
more I learn things in Africa including the language, Swahili which is spoken mainly in East Africa, 
the more it makes me inquisitive on knowing wider Africa from many sides. The summer 2006, I 
finally made my first journey to Africa through Japan Kenya Student Conference.  

At that moment I landed at the airport in Kenya, my tension reached the highest point ever in 
my life. Everything coming into my eyes looked so fresh and bright to me. I even felt that there was 
everything I had expected to see. Following the schedule with JKSC and moving and seeing around 
Kenya, I found many points of which some parts were true and some were not from what I had 
been told before in Japan. I was very curiously focusing on the people especially children in Africa, 
therefore I faced some scenes which shocked me very much and at once it made me to rethink that 
what I was learning and thinking about Africa was just the ideal, but in reality it was different, 
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and that was just natural for people in Africa. Of course I would have to say that I experienced 
many who impressed and influenced me a lot.  

Concerning the conference, I could touch the real voice and opinion of Kenyan students. Opinions 
came from Kenya side were very different from Japanese ones with different way of thinking, and 
different viewpoint. As we all grew up in almost opposite situations in Japan and Kenya, it was 
very interesting to have many differences in our opinions. I had much anxiety for presentation, my 
biggest task of this conference. At the end everything went through smoothly, however it still 
remains me a lot of regrets. Everyone especially Kenyan students had specific ideas and opinion 
about UNMDGs, what we discussed, whereas mine was weak and obscure. As the result, it made 
me rethink what I should think to make the MDGs work out, how I should see my own life as youth, 
and how I must continue to be involved in Africa. These are my new tasks I have to work on until 
next conference which will be held in Japan, 2007, in order to clear all the regret I left on me this 
time. 

My life journey for the Africa has just started now. I will still have to stop at many points and 
look around. I will face more serious problem which I might wish to give up my dream. Sometimes I 
will have to go back to my origin. However, I have drunk the water in Africa. I have seen the 
world’s clearest sky and stars ever in my life. There are many people I want to see again, and more 
people I haven’t met yet and more places I haven’t walked in yet. By just thinking of those, I get so 
much excited and more curiosity to move on my journey for the Africa. Here in Japan, I sometimes 
stop walking and look up the sky. It is not as clear as Africa, but it is enough to remind me of Africa 
and even enough to make me step on the mind travel to Africa until I go back there again!!  

 

“My trip in Kenya”                                           Hiroko KOSHIDA 

 
This year, I spent one month in Kenya. I had many experiences that I could not get in Japan or 

on other trips. First, we spent one week in Egerton University. We stayed in a dormitory with other 
Kenyan students. We enjoyed our life; for example, sleeping together, eating foods, washing clothes, 
observing the stars, singing each others' songs, and of course, smiling. Especially, we discussed 
about Millennium Development Goals. I was surprised that Kenyan students have so much 
knowledge, and are motivated in their studies. Especially, there are many students who want to 
study in Japan. We went back to Nairobi and visited many Japanese companies like JICA, JBIC, 
JETRO, TOYOTA, and KOMATSU.  

When the conference was finished, I got to understand the problems of Kenya. In the rural areas, 
there is a patriarchy. There are many children who are orphans due to HIV/AIDS. And in the slums 
of Kikomba, many relief supplies are sold in the black market. The river is polluted by drainage. It 
was dirty and smelled very bad. I also went to another slum. It was Kibera. About five hundred 
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thousand people live there. I met the Ayany women’s group. They are comprised of about fifty 
people who are single mothers. They are day laborers, doing jobs like washing plates, taking care of 
children and so on. If they can’t get work, they go to their office, and make wool, carpets, and 
clothes. They have never been tested for HIV/AIDS but they may have HIV/AIDS. A lot of women 
live in Kibera and work as prostitutes to get money to live. When I lived in Japan, I couldn’t know 
these problems. I have to know more because I want to be more concerned about Kenya. 
  Kenya is a very important place to me, because of people's smiles, their culture, their life, the 
innumerable stars in the sky, and the time I spent in Kenya with my special friends. I love Kenya 
very much. After finishing the 7th conference, we were able to gain many experiences in Kenya.  

The 8th conference will be held in Japan. I want to make our friendship stronger, and allow many 
people to know about  Kenya and Africa. From my trip, although it was only a few days in my life, 
I have decided that during my school life, I want to be more African, and be more concerned about 
Kenya and Africa. It is still my dream to visit Kenya and I hope some day I can. 

I could enjoy my trip very much because many people helped us like Dr.Kambe, Ms. Chie Goto, 
and many companies. I want to say all people who always helped us.  

“Thank you for everything!! 
 

“My experience in Kenya”                                 Ryoko YOSHIDA 

 
I am studying about Africa and Swahili language at Uni. I have been concerned about 

north-south problems for a long time. To solve the problems, I thought it is necessary to see 
developing countries from the local points of views. However, in Japan I can get little information 
of Africa and most of them are about only negative issues like poverty, starvation, draught, conflict, 
deterioration of security, low development and so on. Because the amount of information is too 
little, I always thought how the reality is like. Also studying Swahili language was not really close 
to me. 
‘Well, I just want to go to Africa and then see what it is like with my own eyes!!’ I thought, so I 

decided to join JKSC. 
There are both things which I expected before I went and which I first realized when I went. For 

example, rows of houses and streets are as same as I had been heard. There are slums, villages and 
kind of same buildings which we have in Japan. I felt a cleavage in society between rich and poor 
everyday when we stayed in Nairobi. On the other hand, I could not believe the beautiful view on 
the way to Nakuru was one of Africa to tell the truth. Then I was noticed that I just had a 
stereotyped thought about Africa. In addition, when we talked about world globalization at study 
session, the ideas of Kenya side were much more positive and ambitious than I expected. I used to 
believe that most developing countries must not be positive because under globalization, the 
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difference between rich countries and poor countries would become bigger and be just pessimistic 
about economics of developed countries especially Japan which make them grow up under 
globalization. However, they were different. They thought how Kenya should develop even under 
the severe situation seriously. Although their ideas in the study session are not all of ideas of 
Kenyan people, when I heard their way to think about globalization, I felt shamed just being 
pessimistic about it. Then I became to think how we can do for both of us to grow up together in 
this world. 

Of course these are all my point of view, so they might be wrong. But I am sure that I learned 
many things which I would never get only reading books in Japan. Now Africa is a little bit closer 
to me and furthermore I would like to know about Africa more. 

Also, I thought about JKSC itself. It is really meaningful that Japanese and Kenyan students 
have good relationships and discussions. But it is also a challenge how we take action by the 
results of study sessions and other activities during the conference. Not only during the conference, 
all the time, we should take action together having the same goal. 

Lastly, I have to say thank you everyone who involved this conference.       
 

“My Experience in Kenya”                                        Junko OHYAMA 

                                                       
It was my first time to spend such full lives on summer vacation. I experienced and caught 

various things. I couldn’t get such various experiences if I go to Kenya by myself. I could do because 
of Japan-Kenya Student Conference. 

Compared with before and after going to Kenya, my way of thinking is changed widely. About 
Kenya, I understand in my mind theses are not Africa only that hunger, poverty and desert 
reported by mass media. But experience in Africa taught me more clearly what Africa is (not all of 
Africa). Experience in live Africa influence me widely from now on. 

And also about English, my way of thinking was changed. I was not confident of speaking  
English and I was ashamed of listening to my English by others, because I was afraid of making 
mistakes. So I have avoided opportunity to speak English before. But in Kenya it is impossible and 
speaking English is necessary to communicate with Kenyan students so that I tried to talk with 
them from me. At first I hesitated to talk from my mind that I have to speak correct English. But as 
time goes by, I think it is OK to speak not correct English if it tells meaning to someone to talk and 
I became not to be ashamed to speak. It is important not to speak correct English but to inform 
that I have a thing to talk to the person by my attitude. Then he or she tries to get my words. I 
noticed it is important for everything to inform firstly what I want to do. 

For three weeks in Kenya, we spent with Kenyan students. It influences me widely. In 
conference about problem of Africa, I could get the real opinions on the spot; it was not information 
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from books, internet and so on. They have their sound opinions. If someone objects to their opinions, 
they can object to the argument with reasons again. If I am objected, I can’t be confident of my 
opinion and I might accept the argument. Not to be that situation, I should make my opinion clear 
not obscure. I learned this from them. From now on, I have my opinion clearly to be confident of it 
and I want to be who can speak my opinion.  

Through this conference, I think I grew mentally. Of course I have self examinations but it  
will be able to make use of it not to repeat same thing for next conference. I can’t forget this 
experience in Kenya as member of Japan-Kenya Student Conference. I am glad that I had activity 
with these 7th JKSC Members. I want to be concerned with JKSC, Kenya and Africa from now on.  
 

“My Experience in Kenya”                                   Fumiko HASHIMOTO 

 
I had much anxiety for the travel to Kenya, because I had never traveled abroad before.  Before 

the departure I had been worried about the unknown place Kenya, the people I would meet, health 
care during the travel and so on. The biggest concern for me was group activity. But I realized I 
didn’t need to have those concerns through this travel. 

In fact I have had a lot of wonderful experiences in JKSC. The greatest one was getting know 
many wonderful friends. In the activity I couldn’t take care of paper work at all, I only followed 
them. I feel very sorry for that. I appreciate greatly their efforts such as contacts with Kenya side, 
planning the meetings and other things.   
I sometimes felt difficulty in group activity, but the one-month stay with my friends was the 
greatest experience that I had never had. 

This one-month stay made me realize relationship with people was very important. I felt 
encouraged to have reliable people abroad such as Japanese teachers and JKSC seniors in Kenya. I 
learned from Kenyan students that Kenyan people care about their friends and families greatly. I 
was very impressed by that. From this I’d like to give attention to human relationship. Through 
communication with people I can get to know different ideas and find something new. It can widen 
my perspective. So I want to visit other foreign countries to learn a lot of things. 

On the other hand this travel taught me that Japan is s very safe and wealthy country.  
This travel to Kenya gave me a good chance to think of considering my future. 
I am very grateful for everyone supporting us and our members.  
   

Thank you Kenya !!!                                              Kaori MISUMI 

 
The 7th conference was my first experience in Kenya and I m so glad to have been there. 

Before visiting Kenya, I had heard some information about Kenya but it was very different 
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when I actually saw the country. Nairobi was a bigger city than I thought. There were high 
buildings, many shops and many people! The shops were well supplied, we had good food, and 
so on. 

In Nairobi, we met many tribes. I couldn’t tell the difference but it was interesting to see 
some wearing traditional clothes. 

Though Nairobi was very nice, my favorite place was Egerton. 
Of course, Egerton was a small town, but it was full of nature and Egerton University was a 

very nice place to study in, to play in, and to discuss with each other. 
In this condition, we could understand each other and talk without any constraints. 
The topic of the study session, MDGs, was not so easy to discuss but the presentations and 

discussions were very meaningful. Since we cannot have a chance to discuss with Kenyan 
students usually, such an experience was valuable not only for the Japanese students but also 
for the Kenyan. 

In Kenya, I heard many stories about Kenyan life styles and opinions from students. And I 
saw a lot of stars, wildlife and rich natural environment. It was first time for me to see a 
shooting star. This experience was very interesting and touched my heart. 

Every Kenyan student was awfully kind to us and his or her kindness filled my heart with 
gratitude. I really spent a very good time with the Kenyan and the Japanese students. 

I thank every one who concerned with this conference, too. 
I hope our activities will serve to make a better partnership between Japan and Kenya.  If I 

have the chance to visit Kenya, I’d like to go again and again. 
 

“What I could get in Kenya”                                    Kaori NONOSE 

 
The reason for which I joined JKSC is the BBQ by JKSC members. At first, I did not think join 

JKSC at all. Just because I thought it may be interesting, I went to BBQ. 
However, I met many great people like Chie Goto, Miyo Yamasaki there. Then, I thought I  am 
very uninteresting person compared with them. I decided to join JKSC to be interesting people like 
them. I thought I would find the way to be interesting through JKSC. 

I could learn many things in Kenya, and also in the course of preparing in Japan. Other 
members showed me some books about Africa. I went to listen lecture, and I found many other 
group concerning about Africa in African festa. During these things, I became to be interested in 
Africa. I was near to give up going to Kenya when I could not board the air plane. However, owing 
to Chie Goto and other members, I could go there. 

Now, I am in Japan, and there are three things I think about Kenya. 
First, nature in Kenya was wonderful. We could see many trees and flowers in Egerton. 
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We could also see many stars with lying on the glass. When we went to Safari, we can see many 
ostriches and giraffes near. The sea in Monbasa was very clear. 

Second, I could met many great people. If it was ordinary personal trip, I would not make so 
many friends. In addition to it, because this is student conference, we could see another side of 
Kenyan members. They are usually powerful and young. During discussion, they are like very 
grown-up and have many thoughts and ideas. 

What I can do now is to do my best to make the report of 7th conference. And through the report I 
want to tell people what I could learn in Kenya and connect 7th conference to 8th conference. I will 
do my best to continue JKSC for ever. 
 

“My experience in Kenya”                                          Shotaro NAKAI 

 
In this short essay, I would like to mention the good things and the bad things I experienced 

through my stay in Kenya, and my presentation in the study session in Kenya. 
To begin with, there are 2 good things I want to talk about. First, I could go to the places that I 

can actually recognize, understand and have to cope with the differences between Kenyan and 
Japanese culture. Things, which seemed to be natural in Japan wasn’t natural in Kenya. Before 
coming to Kenya, I hadn’t thought the differences of the cultures were so big. When I felt the 
differences, I also recognized the culture of mine at the same time. I am convinced that it was very 
valuable. Second, I could “understand” how happy I was in the world. I had known that I am rich 
compared to almost all of the world people. But I hadn’t understood the matter truly. After I saw 
the people who lived in slums or some other places, I thought that it was the first time to really 
understand the differences between rich and poor. I had “known” the fact, but hadn’t “understood” 
the reality. On this small sphere in the name of Earth, we will be rich or poor depending almost 
only on the place of birth. If I hadn’t gone to the places like the slum, I would not have recognized 
the fact. But I did go, and I did recognize. I felt I had to have gratitude towards my daily life, and I 
got a sturdy vision on how I should live in my life.  

On the other hand, the biggest thing I take as the bad point during the stay is that I didn’t make 
every effort to discuss our own views with Kenyan members. I wanted to know the views of the 
Kenyan members about their government, society and many things in daily life. We were joking too 
much, and didn’t talk about the things I wanted to know so much. I was scared to speak English 
because I had had little confidence in my English, and didn’t want to be ashamed of myself if I 
couldn’t make myself understood to the Kenyan members. Essentially, it was very important to 
convey our own views in this opportunity. But I couldn’t. Therefore, it is my aim in the next 
conference. 

Lastly, I want to refer to my presentation in the study session. My theme was “Japanese now and 
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then, and Kenyan future”. If you want to know the contents, please read the pages of resume of 
study session. In this essay, I want to review my presentation. 

First, I have to say thank you to all the members for letting me do the presentation, which isn’t 
based on the main theme of this conference, MDGs. I had wanted to have the presentation of 
introduction of Japan, but it was a long road to get to a good presentation. Along the long hard road, 
however, my opinion had began taking shape. Lastly, I came up with a good idea of a presentation, 
which satisfied me. But, in fact, due to the problems I had with the time, and for my lack of ability, 
I could not do it well. The main thing I really wanted to say in my presentation was that “there is a 
road only the Kenyan can take”. To convey the message, I referred to Japan. It is difficult for Kenya 
to get strong economic power just like Japan. However, if there are people who are unhappy 
because of poverty due to their birth, I have to say that they have the rights, every rights absolutely, 
to be happy. What Kenyan leaders should do for them is my theme. And to illustrate it, I quoted 
Japanese history. Of course, the problem, which is how Kenya should get “good” economy is very 
difficult to solve, and my personal idea was not so good to solute the problem. Nevertheless, I 
wanted to say some meaningful things for Kenyan future leaders as “a Japanese”.  In my 
presentation, I also explained some big problems Japan has. I know that all information might not 
be passed on to the Kenyan members, and they might misunderstand for my bad English; still, if 
they had got something from my presentation, I am satisfied for the moment. This is not our final 
goal yet, but only our halfway point. 
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 The By-laws of Japan Kenya Student Conference 
 
These by-laws concerning the organization and administration of the Japan-Kenya Students 

Conference have been developed for the explicit purpose of creating a smooth running and effective 
organization in Japan and Kenya. 
 
CHAPTER 1  General Rules 
 
Article.1  
 
    Our Name Our formal name is the Japan-Kenya students Conference (henceforth to be 
referred to as "JKSC" in this document). 
 
Article.2 Our Purpose  
 
    JKSC's purpose is to create and promote avenues of cooperation between Kenya and Japan 
now and in the future to expand to East Africa, Africa and the global world. We will endeavor to 
have clear and constructive debate and many kinds of activities to promote a good relationship and 
cooperation. We are committed to making a contribution to world peace actively through effective 
communication. 
 
Article.3  Qualifications for Membership in JKSC 
 
    All university students, postgraduate students, junior college students and vocational school 
students who live in Japan and Kenya are eligible to join in JKSC. They need only to be 
independent of and neutral on any politics, religion, thoughts and creeds. JKSC gives the right to 
students who are able to qualify and adhere to the idea and purpose of the Article 2. For one to be 
a member he/she should apply for admission. 
 
 
CHAPTER 2  The Organization 
 
Article.4  Executive Committee Membership  
 
1. The JKSC Executive Committee will be dedicated to implementing the intentioned purpose of 
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JKSC, including encouraging all participants through the election process to organize and become 
member of the Executive Committee, with some exceptions.  
 
2. The Executive Committee consists of the Chairperson, the vice chairperson(s), the executive 
secretary, members of the General Affairs division, members of the Financial division, members of 
the PR division and members of the Planning division, members of the International affairs 
division and members of the academic division. The divisions will be explained in detail afterwards.  
 
3. Each member of the Executive Committee can hold more than one post, if necessary.  
 
4. Each member of the Executive Committee will be required to pay membership dues. The amount 
is decided by the members of the Executive Committee every year. The agreement of the majority 
is necessary to change the amount of the membership dues.  
 
5. Each member of the Executive Committee has the right to take part in and speak concerning 
decisions made in JKSC.  
 
6. The Executive Committee may choose members any time. When members are chosen, they must 
be judged as to whether or they meet the qualifications stated in article 3. If they do, they may take 
part in the Executive Committee. 
 
Article.5  The Constitution of the Executive Committee 
 
1. The officers below are chosen democratically in and by the members every year. The Executive 
Committee must appoint new officers at the end of the JKSC or during its term of service, as may 
be deemed necessary. 
 
2. Confirmation of the Executive Committee members shall be done by the founder and will be 
based on merit such as member's participation in volunteer activities, upright CV, good leadership 
qualities etc. 
 
1) Chairperson 

The Chairperson will be appointed for represents and supervises JKSC, which will be elected 
democratically by the members of JKSC Japan. The Chairperson is also responsible for signing all 
decisions as a representative and is briefed on every activities of JKSC Japan.  

 
2) Vice Chairperson  
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    The Vice Chairperson assists the Chairperson. The Executive committee may choose from one 
to three vice chairperson(s). 1st Deputy Vice Chairperson, 2nd Deputy and 3rd Deputy Vice 
Chairperson may be appointed. 
 
3) Executive Secretary  
    The Executive Secretary's responsibility is to set up, make contacts, schedule and organize 
study meetings and other lectures to provide the chance for members to study. The secretary also 
plays a central part in communication. The Executive secretary also plays a central part in 
communication. 
 
4. Establishment of Divisions  
    The Executive Committee is responsible for establishing a General Affairs Division, Financial 
Division, Public Relations Division, Planning Division, Academic affairs division and International 
Affairs Division to ensure the administration of JKSC as a smooth running, effective, and balanced 
organization. In addition, the Executive Committee may set up new divisions as necessary. The 
head in each division will be responsible for its operation and should have necessary manpower for 
its operation. 
 
1) General Affair Division  
    The General Affairs division is responsible for recording every meeting, reserving the meeting 
place and keeping the necessary materials, activities organized and running 
smoothly. It is also responsible for keeping in communication with the persons concerned and 
interested parties in both Japan and Kenya and a report should be prepared concerning its 
activities presented at every meeting. 
 
2) Financial Division  
    The Financial division is responsible for managing the financial affairs of the JKSC. All of the 
outgoing and incoming transactions are to be recorded, as well as, the creation and implementation 
of the budget. The Financial Division will also play a large part in expanding public contacts for the 
purpose of finding new sources of revenue to ensure JKSC's effective efficient operation. 
 
 
3) Public Relation Division  
    The Public Relations (PR) Division is responsible for arranging public activities for JKSC and 
recruitment of potential new members. The PR division is also responsible for the publication of 
the quarterly JKSC newsletter and the update of the official homepage. JKSC is responsible for 
presenting its work, cause, and purpose to universities, graduate schools, junior colleges, 
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vocational schools and the public at large. 
 
4) Academic Affairs Division  
    The Academic Affairs Division is responsible for organizing academic workshops, research or 
any other academic event that may arise. 
 
5) Planning and Development Division 
    The Planning and Development division is responsible for giving plans and projects for 
conference that are appropriate in fulfilling the purpose of which JKSC is dedicated, including 
cooperation between Japanese and Kenyan delegations. 
 
6) International Affairs Division  
    International Affairs Division is responsible for ensuring smooth exchange of values such as 
culture and any other exchange programs as it may be deemed necessary. It is also responsible for 
making an appointment for visiting places, and sending an invitation, a commission, and a thanks 
letter. 
 
Article.6 Regular Adviser  
    JKSC has at least one Regular Adviser to be appointed at the General-Meeting. The Executive 
Committee will empower only an Adviser who is dedicated to the mission of JKSC, it's purpose, and 
standing as an effective organization. 
 
Article.7 Sponsor's committee  
 
1. The sponsors committee consists of the founders, the people who have participated at least once, 
the Adviser and the supporters of JKSC. All members of the sponsor's committee are required to 
pay membership due. 
 
2. Members of sponsor's committee are eligible to vote and speak in the General-Meeting and 
subscribe to the bulletins. 
 
Article8 General-Meeting  
 
1. JKSC recognizes the general meeting to be its own Supreme decision-Making Institution.  
 
2. The regular General-Meeting is to be held at least once a year by the members of the Executive 
Committee. All members of the Executive Committee and the people who qualify in accordance 
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with Article7.1 can attend the general-Meeting. As a matter of principle, all members present will 
determine the proceedings.  
 
3. The sponsor's committee has the authority to require the Executive Committee to call an 
emergency General-Meeting in the event that such a meeting is deemed necessary. The Executive 
Committee must concur as soon as possible. Decision made by members must be initiated in 
keeping with Article 8.2. The executive Committee should consider the opinions of proposer with 
respect  
 

4. Contents.  
1. Decisions concerning choosing and dismissal of officers  
2. Decisions concerning forced resignation of officers from JKSC 
3. Financial report  
4. JKSC Activity report for the current year 5. Revision of JKSC by-laws 
5. Other appropriate business deemed necessary by members. 
 
 
CHAPTER 3  Appendix 
 
Article.9 Disciplinary Regulations  
    The chief executive can withdraw the right of any member who violet the regulations set 
forth in the JKSC by-laws, in agreement with the counsel of the Executive committee. 
 
Article.10 Revision of By-laws  
    The revision of JKSC by-law may be proposed only by members of the Executive 
Committee and/or officers of the sponsor's Committee and must be brought up in the 
General-Meeting for a vote. The revision must follow in accordance with the regulations set 
forth in Article8.2 and 3. 
 
Article.11 Execution of By-Laws  
    These regulations are promulgated by the chief of the Executive Committee and carried 
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 第 7 期日本ケニア学生会議の本会議開催に際して、私達は日本、ケニアで非常に多くの方々の御支援、御

協力を賜り、今回第７期本会議を無事開催し、成功させることができました。 

 特に、今期のメンバーのほとんどがアフリカ初経験であり、海外初経験の者も少なくなく、皆様からの惜しみな

い助言、御支援、御協力には、語り尽くせないほど支えられました。この場を借りて、実り多き本会議が開催でき

たことを、お礼申し上げます。また、日本ケニア学生会議はこれからも、より充実を目指した活動に励む所存で

ございますので、今後とも、温かい御支援を宜しくお願いたします。 

                                  200７年 1 月 

                          第７期日本ケニア学生会議一同 

＜後援:Sponsor＞ 

駐日ケニア共和国大使館 Kenya Embassy in Japan 

 

＜協力:Cooperation＞ 

駐ケニア日本国大使館 Embassy of Japan in Kenya                         

公使                                                   大村昌弘様               

国連班                                                                清野達男様                                   

日本文化広報ｾﾝﾀｰ所長                                      町田信也様 

二木洋行様 

Mr. Ian Wairua 

  

外務省 

 中東アフリカ局アフリカ第 2 課                                                小林満博様 

ウタリーカレッジ Utalii College                                     

          Mr. Osoro, 

         Mr. Fwamba 

独立行政法人 国際協力機構ケニア事務所 （JICA ケニア） 

次長                                                                    稲村次郎様 

                                                                       斎藤理子様   

                                                            Dr.Samuel K. Kibe 

Seniopr Programme Officer (Health)                                     Dr.Wille Nyambati 

国際協力銀行（ＪＢＩＣ） ナイロビ首席駐在員                                    岩元進様 

独立行政法人 日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）  ナイロビ事務所                     井田政樹様 

AICAD（African Institute for Capacity Development） （アフリカ人造り拠点） 

Deputy Executive Director                                     Dr.Josphat K.Z. Mwatelah 
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TOYOTA EAST AFRICA LTD. 

Techinical Training Manage                                     Mr.NICHOLAS M.KALEVE 

PANAFRICAN LTD. 

Sales Exective                                          Mr.Mark G. Adoo 

＜協賛＞ 

（株）日本洋書販売 様 （書籍「武士道」提供） 

KO スポーツ 様  （サッカーボール提供） 

 

＜お世話になった方々＞ 

その他、滞在時お世話になったメンバー以外の学生や大学スタッフなど様々な形で関わってくださった方々に

もこの場でお礼申し上げます 

 

エガトン大学・シニア海外ボランティア日本語教師                         梶川俊雄様 

日系ナイロビ大学学生                                          塩尻大輔様 

ナイロビで暮らしていらっしゃる                                     河合さんご夫妻 

陣谷様（日本食店） 

＜JKSC  OB・OG の方々＞ 

ケニアで働いている第４期日本ケニア学生会議 OG 松原佳代様、修士論文の予備調査でケニアに来ていた第

6 期 OG の繁田真由子様、第 5 期委員長の太田友啓様、第 6 期委員長渡辺睦様をはじめとする多くの OB・OG

の方々、ご支援をいただきありがとうございます。 

 

＜JKSC 関西 報告会 共催、協力団体＞ 

ケニアのエイズ患者の自立支援団体 「Tumaini Nyumbani」様 

ジンバブエの音楽演奏団体 「Ringa the Mbira Band」様 

日本アフリカユースネットワーク（JAYN：Japan－Africa Youth Network）様 

 

＜英語指導・監修＞ 

大阪工業専門学校                                           Paga Rex Roy 

大阪女学院大学講師                                          Wade Muncil  

東京大学学生                                               田畑直 

＜JKSC をご賛同いただける方々＞ 

JKSC 関東報告会、 

JKSC 関西報告会「アフリカのおはなし」の来場者 

JKSC 参加イベントでの来場者 

JKSC をご賛同いただいている多くの方々 

 

そして、今後、JKSC と出会い JKSC をご賛同いただける方々 
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編集後記           

                                                    

ようやくデータではなく、本物の報告書を世にお届けすることができました。 

無事、出版ができるのか不安に思っていた方も、これでようやく心残りなしに、安心して第 8 期の日本開催に向

けて順風満帆の活動ができるというわけです。 

報告書に関しては、本会議中からミーティングにおいて、形式から、内容、役割分担にいたるまで議論され、本

会議終了後もケニアメンバーと連絡を取りながら、着々と仕上げていきました。メンバーの意識の高さから、9 月

にはほとんどの原稿が揃っていたにもかかわらず、出版まで期間が延びてしまったことは、総務として至らす多

くの方にご迷惑をおかけしました。心の底から反省しています。 

また、制作にあたって、本当にたくさんの方の助けがあってこの本が出来上がりました。 

メールで呼びかけたり、手伝ってくれたり、励ましてくれたり、尻を叩いてくれたりといった叱咤激励の数々… 

仕事の遅い自分に呆れながらも、様々な形で支援してくれたメンバーには、申し訳ないという気持ちと同時に、

本当に感謝してもしきれない気持ちでいっぱいです。 

先輩方にも様々なアドバイスを頂きました。この場をもってお礼申し上げます。 

さて、ケニアの本会議からすでに半年が経とうとしています。それでも、8 期に向けた準備や企画を練るたび

に、ケニアの学生の顔や、ケニアでの楽しい日々が蘇って、未だにあの感動と興奮が昨日のように感じているメ

ンバーも多いことと思います。 

そんなときは、どうかこの本を見て、思う存分ケニアの思い出に浸って頂けたら幸いです。 

この本を手に取ってくださる方が少しでも私たちの活動を知ってほしい、色んな人にアフリカへの興味をもって

ほしい、という気持ちからこの本は誕生しました。 

この本を読んで、アフリカの空気が少しでも感じられたら嬉しい限りであります。 

 

最後に、2007 年度・第 8 期日本ケニア学生会議では 8 月の日本開催を計画しており、実現に向けて勇往邁

進、惜しまぬ努力を続ける所存であります。これからも日本ケニア学生会議の更なる発展に向けて、より一層の

ご支援を賜れますようよろしくお願い申し上げます。 

この本を初め、JKSC に関ったすべての方々の更なるご発展、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

この報告書を手に取ってくださり、本当にありがとうございました。                    （三角 香織） 

 

また、私どもの活動にご興味をお持ちでしたら、お気軽に下記の連絡先にお問い合わせください。 

メンバー募集も随時行っております！ 

                         
第８期委員長 中井照太郎  
連絡用アドレス       jkscjp@yahoo.co.jp   
日本ケニア学生会議 HP   http:// www.japan-kenya.org 
 



 

 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第７期日本ケニア学生会議報告書」JKSC２００６ 

 

２００７年１月 初版発行 

編集主幹：日本ケニア学生会議 

 

E-mail:jkscjp@yahoo.co.jp 

             HomePage: http:// www.japan-kenya.org 
 

印刷・製本：（株）コーシン出版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hhttttpp::////wwwwww..jjaappaann--kkeennyyaa..oorrgg//  
 

 

 

 


