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１. Overview 概要 

● 日程・参加者 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
 

 

 

 

 

 

日程： 
2018 年 8 月 7日〜8月 21 日 
8 月 7日〜11日セブ島 
11 日〜20 日レイテ島 

8 月 7 日 セブ到着 
8 月 8 日 Brgy. Luz & PCA in Cebu 
8 月 9 日 Brgy. Lorega 
8 月 10 日 Moalboal 
8 月 11 日 セブ島→レイテ島移動 
8 月 12 日 プノン村セレモニー準備 
8 月 13 日 セレモニー準備 
8 月 14 日 セレモニー 
8 月 15 日 プノン村お祭り 
8 月 16 日 お祭り & PCA in Leyte 
8 月 17 日 カニガウ島 
8 月 18 日 調査・交流 
8 月 19 日 プノン村→オルモック移動 
8 月 20 日 オルモックファーム見学 
     レイテ島→セブ島移動 
(8 月 21 日早朝帰国） 

参加者： 
学生 13名＋小早川先生 

1 年生 2名 2 年生 3名 
3 年生 4名 4 年生 3名 
OG 1 名 
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● 渡航目的 
 

1 今後の活動に主体的に取り組むために、全員がプノン村の現在の状況を

直接確かめる。 

 

2 長期的に関わっていくことのできる、支援方法を模索する。 
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２. Activity 活動内容 

● デイケアセンター開校１周年セレモニー 

昨年の 8 月に開校されたデイケアセンターの開校一周年を記念して、ISR-

ConnAction（以降「ISR」と表記）、Gawad Kalinga（以降「GK」と表記）、プ

ノン村の住人とともに、開校一周年セレモニーを行った。8 月 14 日、プノン村、

デイケアセンターにて開催された。ＩＳＲからは、机の贈呈、古着を使った

DIY、お箸教室、流しそうめんの４つのプログラムを用意した。それぞれを担

当したメンバーが渡航前のミーティングから準備をし、セレモニーに臨んだ。

当日のスケジュールや必要事項などは現地に留学していたメンバーを通じて、

GK との連携をとりながら決定した。渡航中は 8 月 12 日、13 日を村での準備期

間として設け、各自メンバーが村人と協力して準備を行った。 

8 月 14 日、セレモニーが開催された。当日は GK プノンのアンディ、デイケ

アセンターのロサリン先生、ISR の大野を中心として進行しながら、各団体が

プログラムを披露した。各団体の代表者の挨拶、顧問の小早川先生の挨拶、デ

イケアセンター開校 1 周年を記念したリボンカット、各団体の代表者による乾

杯といった、開会セレモニーから始まり、村人からは用意していたダンスが披

露された。ISR も用意した４つのプログラムを行い、セレモニーは大盛り上が

りとなった。特に、日本の文化を楽しんでもらおうと準備した流しそうめんで

は、竹の台が見えなくなってしまうほどの村人が集まり、子供からお年寄りの

方まで、多くの世代が一緒に参加することができた。セレモニーの最後、村人、

GK スタッフ、ISR 全員でランチタイムを楽しんだ。私たちは大人数で食べられ

るカレーを振舞い、村の各家庭からは用意した料理が並べられた。全員で大き

なテーブルを囲みながら、そして各々が交流を楽しみ、セレモニーは無事成功

に終わることができた。 

この成功は、ISR メンバーの渡航前からの準備、渡航への備え、また GK や村

人たち、全員がセレモニーを良いものにしようと努力した結果である、と私た

ちは考えている。そして、このセレモニーの成功と多くの人がデイケアセンタ

ーの開校一周年を共に過ごしたということは、「デイケアセンターが村にとっ

て重要な建物であることの再確認」を意味している。デイケアセンターの重要

性が確認できた今、私たち、村人たちにとって、これからのデイケアセンター

の活用に大きく影響していくと考えられる。 

 

● ココナッツ省訪問 
私たちは、バージンココナッツオイル（以降「VCO」と表記）の供給を狙い

として、8月8日にセブ市内、8月16日にレイテ島のココナッツ省を訪問した。

メンバーは、現三年生の原田、飯島、そして二年生の鈴木と卒業生の福島の 4

名である。私たちは初めに、団体について話し、GK と提携して行っているプノ

ン村での活動内容、そして現在、日本の化粧品会社と提携して VCO を使った石

鹸を製造していることについて説明した。セブ市のココナッツ省ではポジショ

ンとして支部のまた支部に位置しているため、主に製造ではなく、生産者と消
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費者をつなげる役割を行っていることがわかった。一方で、レイテ島にあるコ

コナッツ省の訪問では VCO 製造に関する詳しい情報を手に入れることができ、

私たちの考えている VCO 製造へまた一歩近づいた。 

セレモニー当日、8 月 14 日の午後、小早川先生の下にプノン村から約 1 時間

離れたレイテ島内の GK Community である、St. Niño を訪問した。そこは広大

な土地で多くの作物を栽培しているコミュニティであった。主に漁業で生計を

立てているプノン村との違いは、農業による安定した収入を得ているという点

である。そして現地では、既にココナッツを使った製品を製造している。私た

ちは漁村であるプノン村での VCO の製造よりも、農業を営んでいる St.Niño で

の VCO 製造がより導入しやすいのではと考えた。 

セレモニーを行った 2 日後、レイテ島にあるココナッツ省を訪問した。プノ

ン村からかなり離れた場所に位置しており、車で約 3 時間かかるため、当日は

午前 6 時起床、7 時に村を出発した。10 時頃、ようやく現地に到着し、午前は

近くのお店で二時間ほど打ち合わせを行った。そこであらかじめ、話す内容や

質問を考えた。そしてレイテ島のココナッツ省を訪問した。外観からセブ市の

ココナッツ省との違いがはっきり見え、言葉が出なかった。そこで準備してい

た内容と質問を投げかけた。結論、VCO は簡単には供給できないことを知り、

私たちだけで交渉したとしても、難しい部分があることに気づいた。そこで、

コ コ ナ ッ ツ 省 か ら レ イ テ 島 で 提 供 し て い る プ ロ ジ ェ ク ト 、

「Community/Household-Level Coconuts-Processing Project（地域レベル コ

コナッツ製造計画）」（以降「CHLCPP」と表記）を推奨してもらった。CHLCPP

とは VCO の製造促進しているプロジェクトで、製造に関わる備品の無料提供、

輸出までのサポートが約束されている。そして既に、レイテ島内の24ヶ所の村

で成功している実績がある。私たちは CHLCC プロジェクトを、レイテ島内で既

にココナッツの製品製造を行っている GK Community St. Niño での導入を試み

よう、という意見に至った。 

私たちにとって今回のココナッツ省訪問は、貴重な価値があり、訪れた甲斐

があった。初の試みかつ、情報も不明確な状況、またアポイントも一切とらず

に直接現場に訪問した。しかし、渡航前の事前準備や渡航中の柔軟な対応が出

来ていた事、またメンバーの行動力がココナッツ省訪問を、より充実したもの

にした。今後の私たちの課題は、GK. Leyte と提携して VCO の製造を安定させ

ることである。プログラムの手続きにあたって、申請に約三ヶ月、トレーニン

グに約一ヶ月の時間がかかる。まず、St. Niño での VCO 製造がうまく導入され

ることが課題として挙げられる。 
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３. Summary 総括                                                    

● デイケアセンター 

分かったこと 
2017 年８月に開校したデイケアセンターでは現在 7 名の児童が通っており、

近所に住む女性（Rosalyn）がボランティアの先生として月曜日から金曜日の

朝８時から１０時まで子供の面倒を見ている。運営をしているGKからは、彼女

に対しての給料は支払われていない。GK は今後彼女に教育のトレーニングを受

けさせ、先生として本格的に勉強してもらうため、マニラ大学が行うプログラ

ムを受講させたいとしている。それらの際の資金援助を ISR に依頼した。金額

は、 

；ロサリン先生の毎月の給料：3500 ペソ/月（約 7000 円/月） 

；教育プログラムの研修費：2000 ペソ（約 4000 円） 

となっている。 

 

今後の活動 
ISR の今後のデイケアセンターの目標としては、デイケアセンターの多様な

活用を目指していく。現在デイケアセンターは授業としてのみ使われているが、

今後は村の会議所、授業外での子供たちの自習室など、といった様々な場面で

利用できるような建物になるように努めていく。 

資金援助に関して、将来的に米とヤシの手作り石鹸の売上が出れば、援助が

可能になるかもしれないが、ISR が毎月の給料の支払うことは会計面や送金方

法等により、現状として難しいと判断した。一方で、本来は村の人が協力して

先生に給料を支払うことが妥当であり、ISR が支払い続けることは持続性がな

いとし、援助に反対する意見も出た。 

研修費の約4000円は金額的にISRが支払うことが可能であり、デイケアセン

ターでの教育の質を向上させるため、研修費を援助することになった。支払い

方法や時期については、GKと今後相談しながら決定していく。 
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● ココナッツオイル 

分かったこと 
レイテ島のココナッツ省が提供する VCO の製造を促進するプログラム、

CHLCPP に申請すると、VCO の製造に関する全ての機械を無料で借りる及び、提

供してもらうことができる。また VCO 輸出に関するサポートを受けることがで

きる。そのため、GKスタッフのAndyと話し合った結果、プノン村から車で1時

間以内にある、他のGKコミュニティのSt. Niñoで導入を試みることになった。

St. Niño は山間に位置しているため、漁業で生活しているプノン村と異なり、

農業で生計を立てている地域である。もともとココナッツワインの製造を行っ

ているため、まずはココナッツ製品の経験のある St. Niño で VCO 製造をはじ

め、成功したら徐々にプノン村でも行うことを目指す。 

今回の渡航で、セブのスーパーにおける VCO 1 リットル当たりの相場価格は

約 500 ペソ－560 ペソであり、日本円にすると約 1000 円から 1150 円であるこ

とがわかった。 

 

今後の活動 
米とヤシの手作り石鹸製造のため、VCO の輸入元を安定させる。そのために

は、ココナッツ省の提供するプログラム、CHLCPP の導入が必要である。CHLCPP

の登録には約 4 ヶ月（申請に 3 ヶ月、トレーニングに 1 ヶ月）かかり、又フィ

リピンを拠点とした政府が認定している団体のみプログラムの申請が可能なた

め、GK Leyte のスタッフと連絡を取り、スムーズに手続きを行ってもらうよう

促す。 

また、VCO の輸入元が安定した場合、石鹸の売上を伸ばし輸入量を増やす必

要がある。そのため、現在の販売先である楽天通販や東都生協以外での市場の

開拓・拡大を目指す。また学生として大学周辺地域との交流を図るため、文京

区にある雑貨屋さんとのコラボレーションや区内で行われるイベントへの参加

を積極的に取り組む。 
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● 水道 

分かったこと 
現在プノン村には 2 つの井戸と 1 つの水道があり、人々はそれらを共有して

水を確保している。水道水は主に飲み水や調理用の水として、井戸水は主に洗

濯や食器洗い、シャワーに使われている。水道は、以前訪れた際は囲われて鍵

がかけられており、使用する際はバケツ 2 杯につき 2 ペソ（約 4 円）を村に支

払っていた。しかし、今回訪れると囲いがなくなっており、月々の水道代を村

人14名で割り、協力して水道代を支払っていた。また水道代の支払いが経済的

に難しい家庭は、1 ガロン 20 ペソ（約 40 円）の飲料水を購入している。以前

から、各家庭の水を汲む手間を省くために、現在使用している水道のパイプを

広げ各家庭に水道を配管するという案が出ていた。今回GKスタッフに見積もり

を依頼した結果、約 150,000 ペソ（約 30万円）なった。 

 

今後の活動 
水道の設置費用は高額のため、現在はクラウドファウンディングの実施を検

討している。一方で、今水道を配管すると現在水道代を支払っている家庭にし

か配管できず、将来的に他の家庭が水道代を支払えるようになった場合には、

追加の配管工事が必要になってしまうのではないかという意見も出たため、再

度 GKと連絡を取り、今後の方針を話し合う必要がある。 
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４. Our thought メンバーの

感想                                                    

代表 国際地域学部 ３年 原田佳南 

 

今回の渡航は私にとって 3 回目の渡航であったが、以前と比べて学ぶことが

たくさんあり、初めての場所を訪れる機会もあったので、今までの渡航とだい

ぶ違う印象を受けた。 

今回はじめてGKの別のコミュニティを2箇所見に行くことができたが、同じ

レイテ島内でも土地が違えば生活も全く異なることに驚いた。St. Niño の農業

中心の生活は、広大な土地があるということもあるが、自分たちで栽培した農

産物をローカルマーケットで売るだけではなく、それらを加工して商品を作り

出す第 2 次産業も生まれていた。コミュニティリーダーの性格や能力も影響し

ていると思うが、農業という基礎収入があるからこそ気持ちに余裕が生まれ、

積極的に新しいことに前向きに取り組めるのではないかと考えた。一部の村民

としか会話する機会がなかったが、彼らはオープンで人懐っこい印象を受けた。 

ココナッツオイルを手に入れるため、今回初めて先生の勧めでココナッツ省

という政府の機関を訪れた。彼らとの話し合いは有意義なものになったが、準

備不足な点が多々あった。事前にココナッツ省に何度かコンタクトをとったが、

連絡がつかなかったのは私達の情報収集力不足でもあるが仕方のない部分もあ

った。しかし、実際に訪問する際何を話すか、誰がメモを取り誰がどんな質問

するかの役割等を直前に話し合い、勢いで押しかけてしまった。渡航前にアー

ダーブレーンの代表の方と連絡をとっていたものの、私がその内容を周りに共

有できておらず、訪問直前にしか訪問メンバーで話し合う機会がなかった。新

しい場所を訪問する際は、渡航前にその団体について学び、市場調査を行い、

スムーズに話し合いを行い聞き漏れがないように事前の準備を行う必要がある。 

一方で、セレモニーは事前に日本に居る間に 2 年生を中心に話し合いが進ん

でおり、役割分担や必要なものの準備等が話し合われていた。実際にセレモニ

ーの準備や当日はそれぞれ計画通りに進めることができ、トラブルがあっても

話し合ってうまく対処できた。 

また、今回の渡航が今までと大きく異なると感じたのは、私が代表だったか

らである。今までの様にただ先輩について行きやりたいことをやっていた渡航

とは大きく違う印象を受けた。渡航中、メンバーの意見を反映しようと優柔不

断になることや、自分のやりたいことに没頭して周りを置いてきぼりにしたが、

その度に先輩や先生、同期、後輩みんなが声をかけてくれたおかげで、自分に

何が足りないのか確認することができた。グループをまとめる人は、全体が見

えていることが不可欠で、自分のことで精一杯になった時でも、仕事を振って

バランスを保ちつつ、他のメンバーのモチベーションを上げるなど、体験しな

ければ分からないことを学べた。今まで、リーダーシップを取ったことがなか

ったので、自分がちゃんとできたかどうかは別として、良い経験ができた。次



10 
 

にこのような機会があった場合は、今回の学びを活かしたい。 

 

「まだ卒業できない。」 

社会学部 ３年 飯島春貴 

 

私は今回の夏渡航で自分自身の成長を感じることができた。今まで、私は大

学入学当初から「何か形あるもの」を残したいと思い、この３年間、大学生活

を送ってきた。そして、2年前の10月に偶然知った、ISR-Connactionというサ

ークルに入った。 

渡航では、自分はココナッツオイルのプロジェクトを進めることに尽力した。

同学年である原田と自分を中心に、渡航前にココナッツ省と連絡をとり、アポ

イントメントを取ることを試みたり、いつどこにあるココナッツ省に行くか決

めたりした。実際に、アポイントメントを取ることは実現できなかったが、プ

ロジェクトを進めることのできた、充実した準備時間だった。 

しかし、セブ市のココナッツ省に行った時、私は正直何もできなかった。原田

と役所の女性が英語でやりとりを交わしているのを、ただ外から傍観していた。

今までやってきたのも、原田の英語力があってのものだったと少し寂しく、悔

しく感じた。それでも、負けていられない、絶対にプロジェクトを自分の力で

少しでも動かすと心に決めていたのは、入学当初からの思いのおかげだった。 

セブ市のココナッツ省で求めていた話が聞けなかったため、村から片道 6 時

間かかる、パロのココナッツ省への遠征が決まり、OG の福島と共に荷物を取り

に宿にトライセコーで戻った。その３０分間は渡航の中で一番楽しく、忙しい

時間だった。パロに行く日、村はフィエスタで村中がお祭り騒ぎでその翌日は、

カニガウ島でメンバーと村人ともにバカンスの予定だった。その日、もしパロ

から帰れなくなったらフィエスタもカニガウにも行けなくなる。また、パロに

もアポイントメントは取れていない。だからこそ、生まれる緊張感とワクワク

があった。 

実際、パロでも私は自分の仕事を十分にこなすことはできなかった。だから、

私はこのまま大学を卒業したくない。この悔しさとフィリピンにあるワクワク

を残したこの状況で絶対に卒業できない。来年私は、フィリピンでココナッツ

オイルを製造し、日本に輸入する。それが遂行できたとき、私は大学を卒業し

たいと思うことができると思う。 

 

国際地域学部 ３年 阪井莉恵 

 

今回の渡航は私にとって、初めてのフィリピンであり、プノン村であった。

今までメンバーの一人として活動してきたものの、現地に赴く機会が無かった。

プノン村に訪れたとき、今まで築かれてきた ISR と住民とのつながりと、これ

から自分が村人たちとどんな関係性を築きたいのか、ということを考えること

ができた。また現地での滞在は、フィリピンの都会から田舎まで、深く知るこ

とのできたものだった。 

セブ市に滞在中、フィリピンの経済発展を間近で見ているような気持ちにな
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った。都心部に見られるようなショッピングモールやカフェなど、自分たちの

ような外国人観光客もいる観光地としてのセブ、そして大通りから一本、道に

入るだけで、スクワッターが住んでいる地域との生活環境のギャップに驚いた。

また、発展している地域においては交通網が充実し、英語を話す現地民が多か

ったため、不自由なく暮らせる環境だと感じた。一方でバランガイルスやロレ

ガでは、見知らぬ日本人にも関わらず、関心を示してくれたり、挨拶をしてく

れたり、フィリピン人の国民性なのか、現地の方の温かみに触れることができ

た。セブ市内のGKオフィスに訪問した際には、成功した事例として、学校の創

立や現在のコミュニティの運営を聞くことができた。またフィリピンにおける

問題、プラスティックゴミの再利用を考え、行動している NGO 団体の姿をみて、

フィリピン全体の規模で私たちにできることもあるのではないかと感じた。 

プノン村は自分が想像していたよりも、小さなコミュニティだと感じた。し

かし規模は関係なく、みんなが他の住民のことをわかっている、お互いを助け

合って生きている、という風に感じた。村に訪れる前までは、セレモニーや何

か現地の人たちに還元できるものはあるかと考えてばかりいたが、それ以上に、

デイケアセンターがあって、そこを拠点に私たちは村の住民の一人として関わ

るということができるのではないかと思った。今回の渡航では、セレモニーを

迎えるために、村人、GK スタッフ、ISR メンバーが協力し、準備したことでセ

レモニーは成功した。正直、個人としては村の住民と積極的に交流できていた

と言えない。村に滞在している間、言語の壁や村に土足で入っているような気

持ちをずっと感じていた。しかし、セレモニーの最中は、お互いにセレモニー

を通して、普段関われなかった高齢の方や親世代と交流することができた。ま

た自分が企画した古着のリユースワークショップは、子供に喜んでもらうこと

は出来たものの、物を大事にする気持ちや再利用をうまく伝えられたのかはわ

からない。普段の一緒に遊ぶではなく、ワークショップやこういった催しを通

して、村人とのつながりを強くしたいと思った。これからの自分としての関わ

り方は、日本人である自分と村の子供や両親、祖父母の世代と、支援ではなく、

一緒にプノン村のために活動していきたいと考えている。 

 

 

国際学部 ２年 田形真之 

 

今回の渡航では、セブでのフィールドワーク、プノン村でのセレモニーの成

功などといった貴重な経験ができ、個人としては充実した渡航となった。しか

し、ISR がプノン村のために行わなければならないことが明確になった渡航と

なったと考える。それは各自がもっと村人と関わりプノン村を知ることである。

現在、プノン村のことを把握しているメンバーはほとんどいない。そして 8 月

14 日にセレモニーが無事成功した日の夜に行ったミーティングで各メンバーが

一人ずつ残りの滞在期間でやること（村の調査など）を挙げたが、私を含めて

ほとんどのメンバーが行っていない。私はプノン村滞在最終日にこのことに気

づいた時に、団体として、今後のプノン村との関わりが途絶えてしまうのでは

ないかという危機感を感じた。もちろん村の課題がみつかり、今後はその資金
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集めを行っていくというやることもできた。例えば、パヤック（竹の小屋、村

にとって重要なコミュニティスペース）の修繕があげられた。しかし、このパ

ヤックの現状を記録して写真をとるなどは行っていない。だから、日本に帰っ

てきて他の人に共有することができない。こういったことが多いため私たちが

現在行えていないクラウドファンディングに関しても、ネタはあっても材料が

ない。プノン村の現状を他の人に伝えたくても詳しく説明できない。帰国した

ときにこういった現実に直面したとき、セレモニー後のプノン村での数日間を

いかに無駄にしていたのかと後悔した。だからこそ次の渡航では、もっとプノ

ン村の人と関わり、調査して、プノン村を知ることを徹底したいと考えている。

そして村の現状を日本で伝えて支援の輪を広めていくことが私たちの定めであ

ると考える。 

 

 

国際学部 ２年 鈴木大晟 

  

今回の夏渡航を通じて、ISR の活動をより理解することが出来た。約 2 週間

の滞在で、セブ・レイテ島、共に行ったことのない現場に連れて行ってもらい、

またセレモニーを成功できたことは何より嬉しく、ISR にとってプラスになっ

た所があるのではないかと感じている。今後の活動を継続、発展させてくため

には、私自身、プノン村について深く知ることが必要だと今回の渡航を通じて

実感した。 

セレモニーでは、渡航前のミーティングを通してやることを明確にしていた

ため、現地で対応できた。事前準備の大切さというものを改めて知った。しか

し、セレモニーのためだけの渡航ではない。当日夜のミーティングは個人的に

価値のあるものだった。反省の一つとして滞在期間中の個人の調査が終日時間

に余裕のある日を含め、行動出来ていなかった。セレモニーが終わって一安心

していた自分。暑さにやられていた自分。そして村人とのコミュニケーション

不足。やはり村の現状や人々の想いを知るには、会話しない限り実行に移せな

いという事を今回の渡航を通じて学んだ。来年の渡航でそのような反省を改善

していきたい。また、プノン村には様々な問題、そしてミッションがある。ロ

サリン先生の給与、パヤック修理、水道整備。村を改善していくのには膨大な

時間とコストがかかるが、クラウドファンディングやISRで出来ることは、ISR

で話し合い、取り組んでいこうと考える。 

私が一番印象に残っている事はセレモニーもその一つだが、限られた期間で

セブとレイテの二つのココナッツオイル省を訪問できたことである。アポイン

トなしでメンバーだけで行動できたことは良かった。行かなければ分からなか

った事も特に、レイテ島のココナッツオイル省の方は教えてくれた。また、私

はプノン村の印象について行く前と後で変化があった。行く前は、プノン村は

貧困地域の小さなコミュニティで、人々が生活に対して困っている印象であっ

た。しかし、実際に現地を訪れて思ったことは、自分が想像していた以上に生

活に困ってはいなく、村の人々同士で協力し合って生活している印象の方が強

かった。 
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このような経験から私は、プノン村と関わり続けるためには、村の人々の意

見や期待に応えることももちろん必要だが、自分自身が行動に移し、人々とコ

ミュニケーションを取ることが重要であると感じた。次の渡航までに日本で出

来る準備は沢山ある。まずは自分自身がプノン村やココナッツオイル、サクラ

モヒラについての知識を取得することを目標に今後も活動を続けていきたいと

思う。 

 

 

国際学部 ２年 山本源 

 

去年の夏、1度渡航を経験して、今回の渡航は2回目の渡航だった。前回は、

初めてのことが多くて先輩の指示に従ってフィリピンで活動していた。特にプ

レッシャーもなく活動していたが、自分で考えて行動したい気持ちが残った渡

航だった。 

今回は、その反省をした後の 2 回目の渡航だった。役割をもらい、責任もあ

り、前回と全く違う立場での渡航だった。デイケアセンター開講 1 周年セレモ

ニーを目的にサークル全体で協力して、セレモニー準備、セレモニー当日の役

割、共に果たせたと感じた。もちろん、日本で考えていた計画通りには何一つ

行かなかった。だが助け合うことができ、全員で活動することができたと思う。

これは大成功だと私は思った。村の人が喜んでいる姿を見ることができて、さ

らに僕らも楽しむことができたからである。とても嬉しかった。1 回目の渡航

より 2 回目の渡航で、自分が思うように役に立つことができ、自分もサークル

の一員だという実感が湧いたからだと思う。そして同時に、村のことをさらに

知り、先輩たちのようにサークルを引っ張っていけるようになりたいと思った。

そのためには、しっかりと情報を受け継ぎ、そしてさらなる活動の計画をする

必要があると思う。また同じように、後輩へと情報をつなげる役割もしていか

なければと思った。 

 

国際学部 １年 三岩亜美加 

 

今回、私は初めてのフィリピン渡航だった。セブ滞在時には、ルス、ロレガ

といった貧困層街を訪れ、そこでバランガイキャプテンとミーティングをした。

さらには、カルボンマーケットや地元ギャングたちのたまり場と言われている、

大統領のお墓なども訪問。その後、レイテ島に渡り ISR が支援しているプノン

村に滞在、村人達と交流した。レイテ島ではプノン村のほかに、GK グッドラン

ドや GKオルモックにも訪れた。 

セブ：バランガイルス、ロレガを訪れて感じたことは、道幅が狭いというこ

とだ。ただ道幅が細いというわけではなく、何かモノが置いてあったりゴミが

散乱していたり、とそれらが理由で道幅を細くさせ、歩きにくくさせているよ

うに感じた。さらに、犬猫だけでなくニワトリなどといった家畜が放し飼いな

のも気になった点である。ニワトリが放し飼いになっていることにより、ニワ

トリの餌が道端に散らばっていたり動物特有のにおいがきつかったりと生活水
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準の違いを感じた。そして、この地域、特にバランガイルスは空間に比べ人の

数が多いように感じた。バランガイキャプテンとのミーティングの際に、バラ

ンガイキャプテンが「家と家の隙間に家を建てて生活する家族や戸籍がない者

が暮らしており、現在、この地域にどのような人がどのくらい暮らしているの

か把握できていない」と言っていた理由がよくわかったように思えた。バラン

ガイルスやロレガ以上に衝撃を多く受けた場所がカルボンマーケッットだ。カ

ルボンマーケットはセブ市内の大通りより奥深くの海近くに位置しており、雰

囲気もローカル的であった。水辺なので湿気が多く地面が水たまりになってい

る箇所があり、ごみも散乱していたのでにおいが独特であった。さらには、子

どもたちの物乞いが積極的なことにも驚いた。中には、私たちの後を走って追

いかけてくる子や背中や服をつかむ子もいた。そんな子どもたちが着ている服

装も、裸や下着、大人用シャツのみなどバランガイルスやロレガの子ども達と

は異なり貧困の差を感じた。 

レイテ島：プノン村は私が思っていたよりも広く、けれど小さな村だった。

村の周りや空間的には広いが住んでいる人々が村の一部分に集まっているとい

う点で小さく感じた。村の近くに川があり時間によって村が水浸しになってし

まうことが気になった。村人の住居のなかには玄関先まで水が浸透してきてし

まい、家に出入りにする度に水中を歩かなければならないのは問題だと思った。

先輩たちが春はここまでじゃなかったと話しているのを聞いて、浸水被害が

年々拡大しているのかと思うとハザードマップ作成プロジェクトを進めていき

たいと思った。村の中に小さな丘があるということなので、次回の渡航の際に

は確認したい。そのほかにもパヤックが大人たちの会議に使われるだけでなく

その近辺含め子どもたちの遊び場となっており、村人みんなの憩いの場、避暑

地的役割もこなしているにもかかわらず、損傷が激しく危険な場になってしま

っていることがもったいないと感じた。今回の渡航で大人も子どももたくさん

交流ができたが、相関関係や村人の家族についてまだまだ知らないことが多く、

これからも関係を続けていくためにも、村人を知り、自分も知ってもらえるよ

うな交流の仕方をしていきたいと思った。 

 

 

国際学部 １年 高島智樹 

 

初めてフィリピン滞在を通し考えさせられる部分が多くあった。まず、乗り

換えの経由地であるマニラでは、ビルが数多く立ち並び、近代的であった。そ

の光景は先進国の都市部とほとんど変わらず、フィリピンが発展途上国である

ことを疑うほどであった。 

次にセブに着くと、マニラの雰囲気とは少し違い、裕福な層と貧困層が極端

に分かれている印象を受けた。私たちはバランガイルスという場所に訪れ、バ

ランガイキャプテンの話を聞くことができた。そのバランガイでの問題につい

て話されていたが、私の英語能力が足らず半分も内容理を理解することができ

なかった。その後に先生や先輩からフィードバックを受け、理解することがで

きた。次に、ルスの中を見学した。そこでの光景は衝撃的であった。ボロボロ
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の服を着て走り回る子供、手入れのされていない汚れた犬、至る所に散らばっ

ているゴミなど。日本では考えられない環境であった。そこに住む一部の子供

は私たちに向かい give me money と言ってきた。そのように言われたのは初め

てであり、狙われているようで怖いと感じた。一方で、小さい時から不自由な

く育ててもらっている私がいかに恵まれているかを感じた。次にセブでは大型

モールで買い物もした。そこでは観光客が多く、モール内も綺麗で、日本のシ

ョッピングモールよりもすごいと感じた。しかし、このようなショッピングモ

ールでは入り口に警察官が荷物検査をしており、バランガイに住む人々がモー

ル内に入ろうとすると警察官に止められてしまう。治安維持には仕方ないこと

かもしれないが、そのような差別が国内でまだあることに衝撃を受けた。 

セブ滞在後に私たちはレイテ島へ行った。レイテ島では主にプノン村にお世

話になり、8 月 14 日に開催されるフィエスタに向け活動を行った。そのプノン

村はマニラ、セブとはまた違った雰囲気であり、決して栄えているとは言えな

いが、人々に笑顔が多くのどかな村という印象を受けた。私の準備担当は流し

そうめんであり、竹の準備を村の人の協力を得ながら進めた。中でも子供たち

が積極的に力を貸してくれ、準備はスムーズに行うことができた。その準備の

中で、村ではビサヤ語が話されており、大人も英語を話せる人は少ないと聞い

ていたが、子供たちが英語で会話できることを知り、驚いた半面少し気になる

ことがあった。それは英語が話せる子供が大人になった時、村から若者がいな

くなり、過疎化してしまう可能性があることだ。私はその問題が気になり中学

生 1 人、高校生 2 人に将来この村で生活したいか質問をしてみた。結果、2 人

は他の地域で職を見つけ、定住したいと言っており、1 人は村で住ながら働き

たいと言っていた。以前までは村で育ち、村で職に就き生活する。という流れ

であったが 3 人の話を聞き、この問題は深刻であることが予想される。しかし

まだ 1 部の人にしか意見は聞けていないため断定することはできない。そのた

め、次の渡航ではもっと多くの中高生の意見を聞いてみたいと思う。 
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５. Supporter 協働団体                                                               

●	GK-Gawad Kalinga	
	

フィリピン最大規模の NGO。住宅建設と住民のコミュニティ組織化とコミュニ

ティビジネス等によって、主に地方部貧困層の住宅建設・生活向上を支援して

いる。「No	one	left	behind(誰一人置き去りにしない)」を理念として、2024

年までに 500	万世帯の貧困を解消する事を目標に掲げている。	

本部は首都のマニラ、フィリピン全土に支部がある。	

OSP では、レイテ島支部(GK	 Leyte)と関係をもち、プノン村のサポーターとい

う形で支援を続けている。	

 
 

 

６. Accounting report 会計

報告     
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