
今までにない体験の連続！
高校生スペシャルプロジェクト体験報告会

「私たちの忘れられない夏」

プロジェクトアブロードの高校生スペシャルプロジェクトに参加された皆さんが、それぞれどんな
体験をして何を得て来られたのか、今日はお話を伺うのをとても楽しみに来ました。さっそくです
が、ケア＆コミュニティプロジェクトに参加した人がたくさんいますので、それぞれどんな活動をし
たのかまずは教えてください。

私は活動の半分はデイケアセンターで、色や数字を教えたり一緒に遊んだり歌ったり、服を着替
えさせたりと子供たちのお世話をしました。残りの半分は小学校がボロボロだったのでその修繕
をしました。

私の場合、ホストマザーが孤児院の先生だったので、そこの孤児院で日本語を教えたりもしまし
た。

折り紙を折ったら、子供たちよりも先生たちがとても喜んで私が去った後でも折れるように動画を
撮っていました。英語で書かれた折り紙の本を置いてきたらとても喜ばれました。

私の場合は、フォーチュンクッキーのダンスを教えたらみんな喜んで踊ってくれました。子供たち
がみんな覚えてくれて踊れるようになったので嬉しかったです。

私はガーナの子供たちにソーラン節を教えました。「どっこいしょ、どっこいしょ」と他の国の出身の
ボランティア仲間たちも一緒になって覚えて教えてくれました。

私は書道を教えました。名前を書いてあげたたら喜んでいました。

それぞれ工夫を凝らして日本らしい活動も取り入れて活動に臨まれたようですね。環境保護プロ
ジェクトに参加された方はどうでしたか？

フィジーの環境保護プロジェクトでダイビングの資格を取るために勉強したのですが、英語がわ
からないのでとても苦労しました。2週目から実際に5回くらい海に潜って活動しました。また、地
上ではマングローブを植えたりもして、環境保護に関わる活動ができました。

私は、ペルーのアマゾン熱帯雨林での環境保護活動に参加しました。一日に午前午後と二つ活動
内容があるんですが、保護している動物のケージの掃除や餌やりをしたり野鳥の観察をしたり、ウ
ミガメの産卵地に行って夜中に卵を保護したりと毎日いろんなことを体験しました。

スタッフ :

Mayuさん :

Yayoiさん： 

Yokoさん： 

Neoriさん：

Mizukiさん：

Mayuさん :

スタッフ :

Yukinoさん :

Sakuraさん :

2015年の夏、世界各国から1459名の高校生ボランティアが集まり、世界24ヵ国で様々なボランティア
活動に参加されました。日本からも昨年を上回る参加があり、それぞれ自分の選択したプロジェクトで多
くの経験を積んで来られたようでした。夏が終わり皆さんが普段の生活を取り戻した頃、この夏参加され
た高校生を集めてお互いの経験を語り報告し合う場をもちました。集まった8名が口にした「忘れられな
い夏」の体験をご紹介します。

高校生スペシャルプロジェクトと言っても、その種類も多く各国のプロジェクトごとに活動内容も異なりま
す。お申込みされる前にご相談いただき、みなさん自分の興味関心に沿ってプロジェクトを選択されてい
ます。参加者の多くは海外へ行くのは初めてという方がほとんど。まして一人での渡航となると大変なこと
も多いはずです。

それでは、次に「もう大変でした！」という苦労話を聞かせてください。

私以外のメンバーが全員欧米出身で英語がペラペラだったのではじめは孤立しちゃってとても辛
い時間を経験しました。だけど、最後には仲良くなれました。

言葉の壁を感じ辛い思いを経験した人もいたのではないかと思います。

乗り物事情が日本とは全然違って、古いバスだったり道が凸凹していたりで常に車酔いしていま
した。

私は、シャワーが冷水しか出なくて、日本の温かいお風呂が恋しくなりました。

あぁ～、わかる～！

ホストマザーにお湯を沸かしてもらって水と割って浴びていました。

その辺はやはり日本の生活とは異なりますのでみなさん苦労したと思いますね。

私が一番大変だったのは、現地に着くまでのことでした。運悪く出発日に台風が来てしまって、遅
延したことで経由地で乗る予定だった飛行機に乗れなくなり大変でした。もうパニックで…泣き
ました！空港が閉まってしまい、茫然としていたら優しい空港スタッフの女性が食べ物と飲み物を
買ってきてくれました。その優しさに触れてとても感動しました。この往路での大変な思いがあっ
たので、現地に着いてからの苦労はどうってことありませんでした。その頃には肝が据わっていま
したよ。

私は一週間目で体調を崩してしまい、やりたかった活動に参加できなかったことです。とにかく体
調管理には気を付けた方がいいと思います。

スタッフ :

Mayuさん :

スタッフ :

Yuさん :

Neoriさん :

全員 :

Mayuさん :

スタッフ :

Yokoさん :

Neoriさん :
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今回、海外での長期滞在が初めてだった人も多かったと思いますが、初めて外から日本を見てみ
て何か感じたことはありましたか？

日本の接客サービスの素晴らしさと、規則や時間を厳守する国民性を感じました。

私は、英語教育を受けているのに英語を話せる人口の少なさを感じてしまいました。

日本って本当に綺麗で恵まれている国だなと思いました。今まで「恵まれているんだよ」と言われ
てもなかなか実感はわかなかったけど、それを今回初めて感じました。

きっとそれぞれ苦労したり辛い思いをしたりした分だけ成長できたのではないかと思います。それ
では、続いて「頑張ったよ」エピソードを聞かせてください。

はじめ子供たちに教えた時は、彼らが元気がよすぎてなかなかこちらの話を聞いてくれなくて苦労
しました。そこで、絵を使ったり、ジェスチャーを多く含んだり、本物を使って見せたりと工夫しな
がらやってみたら聞いてくれるようになってとても嬉しかったです。

フィジーの子供たちの場合は、逆に人見知りで慣れるまで時間がかかりました。でも愛情を込め
て接することでぐっと距離が縮まり、慣れたらとっても人懐っこくてかわいいなと思いました。

どこに行っても中国人と言われるのが悔しくて、90個くらい折り紙で手裏剣を作ってI’m 
Japaneseって書いて日本人であることをわかってもらうようにしました。その時に自分は日本
人であることを誇りに感じているんだと気づきました。

私は、現地の文化に慣れず苦労しました。フィジーの儀式であるガバという飲み物がどうしても好き
になれなくて、村 を々訪れた際にそれを何杯も飲まされ吐きそうになったけど、この国の文化だと思
って我慢して耐えました。これもよい経験です。 

プロジェクトの中で動物たちのケージを作るために必要な重い資材をみんなで並んで人力だけで
運ぶ活動がありました。とても重労働で辛かったんですが、自分たちが運んだもので次に来るボラ
ンティアの皆さんが実際に形にしてくれて、その後それがそこで使われていくと思うと、自分がして
きた活動に誇りを感じます。

スタッフ :

Yuさん :

Neoriさん :

Mizukiさん :

Yukinoさん :

Sakuraさん :

出発前、多くの方は一番の懸念事項として言語の問題を挙げられますが、実際活動国へ到着すると最初の
数日はやはり苦労するものの、その後はわからないなりになんとか過ごし、帰国する頃には英語が話せない
ことは大した問題ではなかったという人が大半です。今回集まった8名の話を聞いていてもそんな印象を受
けました。おそらくそれ以上の経験を得られたからこそそのような感想を持たれるのではないかと思います。

プロジェクトアブロードの活動は、実際には一人ひとりが参加できる期間は短く限定されていますが、そ
れぞれの活動時間をつなげていくことで年間通してその国、その土地での支援を充実させていっていま
す。自分が現地でしてきたことがすぐには結果として見えない活動がほとんどですが、皆さんが費やしてく
れた2週間あるいは4週間があるからこそ今この瞬間も各活動国で様々な形で現地の人たちの支援につ
なげられているのです。

スタッフ :
 

Sakuraさん :

Yayoiさん： 

Yuさん :

この夏の忘れられない経験を、皆さんは今後どのように活かしていきたいと考えていますか？

この体験をたくさんの人に還元していきたいと思っているので、自分の体験を少しでも多くの人に
伝えていこうと思います。

コスタリカはエコツーリズムの発祥の地なので、実際行ってみていろいろな工夫がされていることが
わかり、エコツーリズムについて今後学んでいきたいと思うようになりました。将来進みたい道がは
っきりとしました。

以前は、「発展途上国＝可哀想」というイメージがあったけど、実際に行ってみて向こうは向こうの生
活があって幸せそうに暮らしていたから、そういう生活もあるんだなと思いました。こんな気づきが得
られたので今後に活かしていきたいです。

今までは近くに家族も友達もいるのが当たり前だったけど、今回は自分の味方が居ない状況で最
善を尽くすことができたと思いました。これからは、自分の行った国について多くの人に知ってもら
いたいです。それから、今回の経験を通して自分が今後進みたい方向性が見えてきました。水や電
気の大切さを知って開発に興味を持ったので、これからは自分で知識をつけて世界に貢献できる
ようになりたいなと思います。

私は、日本のことについて答えられないことが多かったので、自分の国のことをもっとちゃんと学び
たいなと思いました。

これからはもっとオープンな人になって、人との関わりを積極的にしていきたいと思いました。

けっこう英語は得意な方かなと思っていたのですが、実際欧米の人たちと話しをすると思ってい
た以上にできなくて、その中でもどんどん話をしていかなければいけないのでなるべく積極的に頑
張りました。度胸がついたと思うので、これからもいろんなことに積極的に挑戦していきたいです。

ありがとうございました。今日いろいろとお話を伺っていて、これからの皆さんそれぞれの将来がと
ても楽しみになりました。きっとここでの経験を活かして活躍されることを期待しています。

スタッフ :

Yayoiさん :

Yokoさん :

Sakuraさん :

Mayuさん :

Mizukiさん：

Neoriさん :

Yuさん :

スタッフ :

最後に皆さんがそろって口にしていたことは、今回プロジェクトに参加させてもらえて本当によかったとい
う、親御さんへの感謝の言葉でした。まだ高校生の皆さんは、もちろん自分一人の判断で海外へ行くこと
はできません。今回の渡航に際してはご家族のご理解とご協力があったからこそだということは、参加者
全員が十分に感じていたようでした。そして、家族のもとを離れてみて初めて知る家族の存在の大きさや
ありがたみ。彼女たちが得たものは想像していた以上に大きかったようです。

高校生の内に日本という国を客観的に見る経験ができたことは、きっと今後の皆さんの生き方やアイデン
ティティーの形成に何等かの影響を及ぼすのではないかと思います。最後に、自身が成長した面を含め、
このプロジェクト参加の経験を通して得たものを今後どのように将来に活かしていきたいか質問し、この
会を締めくくりました。
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経験は実際に経験した人にしか語れない宝だ
と思っています。また、3週間でたくさんの出会
いがありました。この経験と出会いが私の人生
のいいネタとなり今後も活きてくることと思い
ます。

当たり前だと思っていたものが当たり前でなか
ったことに気づきました。この気づきは世界に出
たときにもっともっと役に立つことと思います。

現地の人だけでなく世界中から同年代のボラン
ティアの皆さんの価値観も得られるので、日本の
自分が育った環境の中だけの価値観でとどまっ
てはいけないなと感じました。

世界の人たちと話しをして交流をするために、英
語はやっぱり大切だと思いました。

日本って恵まれているんだなということを感じ
ました。でも途上国の人たちの生活は別に可哀
想ではないんだなということも同時に知ること
ができました。

一人で参加するのは最初は不安だらけだったけ
ど、実際に行ってみると自分でも驚くほどやれば
できることに気づきそれが自信となりました。ま
た、環境保護の活動に携わりエコツーリズムに
ついてもっと学んでいきたいという新しい夢がで
きました。

日本とは全く違う環境で生活してみて視野が
広がりました。そして、文献で読むだけではなく
実際に訪れたことで、自分がこれから目指す方
向性が明確になりました。今まで生きてきた中
では出会えなかった未知の世界を知り、そこに
もっと踏み込んでいきたいと強く思うようにな
りました。

途上国＝可哀想という考え方が根本から変わ
りました。途上国は必ずしも先進国の流れにつ
いていかなければならないわけではなく、その
国にはその国なりの発展の仕方ができたらい
いんだなということを感じました。これは、日本
に居てただ話を聞いたり本を読んだりするだけ
では得られなかったものだと思うので、参加し
てよかったです。

この夏私が得た宝もの
～ONLY ONEの体験～
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Messages for FUTURE volunteers!
先輩ボランティアからのメッセージ

私は中学三年の時にこのプロジェクトへの
参加を断念してから約一年間後悔しました。
だから、私はチャンスが巡ってきたとき、行
動を即座に起こすことが大事だと思います。
もう一回は来ないかもしれないということで
す。ほんとうにつらいこともあります。それは、
日本にいても同じ。その倍以上貴重な体験
ができるのです。だから、迷っている人は勇
気を出して貴重な体験をしてほしいです。参
加が決まっている人には、準備を十分にして
ほしいです。しすぎるに越したことはありませ
ん。語学にしろ、地理にしろ、準備をすること
でもっともっと実りある経験にしてくれます。
そして、貴重な経験をしてほしいです。
YuriNa ケア＆環境保護 iN コスタリカ

私は、このようなボランティア活動に参加す
ることは生まれて初めてでした。確かに、最
初は心配はあったものの現地では何の困難
もなく過ごすことができ、世界各地の友達も
作ることができて、現地の文化に触れること
もできました。人生なんでもやってみないと
わからないです。少しでも興味を持ったらぜ
ひ積極的に取り組んでください。
HoNoka ケア＆コミュニティ iN スリランカ

英語がほとんど話せない方でも、プロジェ
クトをしたい気持ちさえあれば問題ないと
思います。困ったら誰かが必ず助けてくれま
す！少しでも興味がある方はぜひお勧めし
ます！海外に行き自分の目で見て、感じ、世
界の見方がとても変わるいいチャンスだと
思います。最初の数日は辛いですが、最終日
には、「本当に来て良かった。」と思えるはず
です！頑張ってください、応援しています！
Saki ケア＆コミュニティ iN スリランカ

参加する前は不安なこともたくさんあると
思います。だけど全く英語が話せない私で
もこんなにも楽しんでくることができまし
た。普段絶対にできないようなことをたくさ
んの人に経験してもらいたいと思います。そ
してサメのこともたくさんの人に知ってもら
いたいです。ぜひ参加してみてください。楽
しいことが待っています。
YukiNo サメ生態保護 iN フィジー 参加者のお母さまより

不安なことがあると思うけど、するだけ無
駄！！このプロジェクトに参加すればきっと
いい経験ができるはずです。子ども達は常
に新しいことを求めています。何か得意なも
のや、準備して持っていくほうが子ども達に
は喜ばれます。
kaNako ケア＆コミュニティ iN フィジー

着いて数日は馴染むことも難しかったけれ
ど、次第にどんどん混ざっていけると思うの
で、最初不安になったとしてもめげないこと
が大事だと思います。
raMoN ケア＆コミュニティ iN ネパール

参加しないと、人生本当に損していると思
います。慣れている環境から少し身を引い
て、全く違う文化や伝統に飛び込むと、世
界が全く違って見えてきます。また、ボラン
ティアなので、社会のために貢献をしていま
す。その達成感もとても気持ちいいです！楽
しんでください！
Neori ケア＆コミュニティ iN フィジー

今後参加を希望される保護者の皆さまにメッセージをお願いします。

お子様のプロジェクト参加に関して、出発前どのようにお考えでしたか？

この経験を通してお子様にどのように育ってほしいと願いますか。


