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第 32 回 友情のレポーター（2018）カンボジア取材レポート 

福田 朱里（広島県／当時 15 歳） 

 

2018 年 8 月 15 日～8 月 24 日 カンボジア取材レポート 

 

カンボジア基本情報 

＜正式名＞カンボジア王国 ＜面積＞約 18 万㎢（日本の半分） ＜人口＞約

1500 万人 

＜気候＞熱帯モンスーン気候 ＜首都＞プノンペン  

＜宗教＞大半が仏教、他イスラム、カトリック 

＜言語＞クメール語 ＜通貨＞Ｒ（リエル）100R=2.8 円 

 

～8 月 15 日（1 日目）～ 

この日は広島から東京へ向かう日でした。翌日カンボジアへ向けて出発なのにも関わ

らず全く実感がわかず、移動中の新幹線の中でも「カンボジアってこんな所かなー？

どんな感じかなー？」と 1 人でずっと妄想して過ごしていました。 

宿泊先のドミニクさんの家では、ペアの落合さんとカンボジアの若者の家にいる子達

へ行う日本紹介（二人羽織と 73 年前の広島原爆投下）の練習をして過ごしました。 

 

～8 月 16 日（2 日目）～ 

この日はいよいよ香港経由でカンボジア（シェムリアップ）へ行く日でした。初海外

ということもあってか、楽しみな反面「ちゃんと成果を残せるかな…。」という不安も

自然とわいてきて、とても複雑な気持ちでいっぱいでした。 

そして、成田空港に着き、両替をしたり、スーツケースを預けたり出国の準備をして

いるうちに、さっきまでの不安な気持ちが消え、初海外への気持ちが高まっていきま

した。 

飛行機内では、日本紹介で 73 年前の広島原爆投下の話をした後、折り鶴に思いを書

いてもらう予定だったので、その折り鶴を折って過ごしました。 

8 歳の時に被爆し、3 人の姉を亡くした祖父の話も、日本初回の際にしようと思って

いて、祖父は私に被爆体験話を話してくれましたが、73 年経った今もなお、口を開

けない人もいます。折り鶴を折っているうちに、「おじいちゃんは、どんな気持ちで話

してくれていたんかな…。」という疑問がわいてきました。 

香港空港からシェムリアップ空港へ向かう飛行機の中、私は「とうとう着く…。取材

ちゃんとできるかな…。現地の子と仲良くなれるかな…。」と不安になっていき、ひた

すら「大丈夫。大丈夫。」と自分に言い聞かせていました。 
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カンボジアに到着。カンボジアは熱帯地域ということもあり暑いイメージでした。 

しかし、そんなことは全くなく、とても涼しく感じ、どちらかというと少し寒い感じ

でした。空港から出てみると、壁に何匹ものトカゲがはりついていたり、ハエがたか

っていたりして、虫嫌いな私にとってはとても気持ち悪かったです。 

バンに乗ってホテルまで向かう道。カンボジアの道路は日本の道路と同じだと思って

いました。歩道と車道があって信号機があって…。でも実際は違いました。まず、歩

道がなく、車道もカンボジアでは交通量が多いバイクやトゥクトゥクの専用道路があ

りました。そして「車がなかなか止まらないなー。日本よりもクラクションの音をよ

く聞くなー。」と思っていたら、信号機が無いことに気づきました。だから、車やバイ

クがせまってきているにも関わらず、右折左折を試みる人がいて、クラクションの音

をよく聞くのかなと思いました。 

また、空港からホテルまでの道は、お店やホテルが多く建ち並び、ホテルには多くの

大型バスが停まり、人も多く、アンコールワットをはじめとする観光地が栄えている

ように感じました。 

 

ホテルに到着。ホテル周辺を少し歩くことになりました。 

まず始めに私が驚いたことは「歩道」がないことです。なるべく端の方を歩きました

が、雨季でスコールがよく降るため、大きな水たまりがあったり、道に穴があいてい

たり崩れていたりして、それらを避けて歩くと横スレスレにバイクが通ったりしてと

ても怖かったです。 

あたりを見回すと、飲食店や小さなお店が立ち並んでいて、その中でもほとんどのお

店のドアがなく、外から店内が丸見えの状態でした。 

そして、街灯が少なく店の明かりで外も明るくなっていました。ここでも移動中同様、

クラクションの音をよく聞きました。「危なっ！」「怖すぎ…。」とたびたび思いながら

走ってくるバイクを見ていると、大体の人がヘルメットをかぶらずに乗っていること

に気づきました。2、3 人乗りをしている人達もいて、幼い子もヘルメットをかぶら

ず、後ろに乗っていたりして、見ているほうがとても恐怖を感じました。「カンボジア

の町」を歩いてまだ数分しか経っていないのにも関わらず、日本では見ない光景、あ

りえない光景や予想以上に荒れた光景に早速戸惑いを感じていました。 

「これがカンボジアの町なんだ…。」と思い空を見上げてみると、複雑に絡み合った

電線が視界に飛び込んできました。 

「なにこれ…。」思わず声に出てしまいました。 

途中で切れて垂れ下がる電線があったり、1 本の電線を目でたどろうとしても、途中

で何本もの電線が絡み合っていて、どれがどれかわからない状態でした。 

いつ火事が起こってもおかしくない状態。体の底からゾッとこみ上げるような恐怖を

感じました。 
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「なんでこんな状態になっているんだろう…。」それが気になって仕方なく、同行し

てくださった安田さんに伺ってみました。 

安田さんは次のように答えてくださいました。 

「カンボジアは電気代が高くて、盗電とかのためにこうやって絡み合っているんだ

よ。」でもあたり一帯はお店が立ち並んでいます。「自分の店があってもこのように盗

電せざるを得ない生活状況に置かれている人達がいるんだな…。」ととても複雑な気

持ちになりました。 

カンボジアのことについては、話を聞いたり、テレビを見たり調べたりして、事前学

習を積んできましたが、正直こんな状況とは思ってもいなく、「実際に現場で現状を

目の当たりにしないと、いくら話をきいたり、テレビを見たり、本やネットで調べて

も「その国の本当の現状」を理解することができないんだな。まさに「百聞は一見に

しかず」だな…。」と強く感じさせられた一日でした。 

 

～8 月 17 日（3 日目）～ 

朝食はホテル内にあるビュッフェ式のお店で食べました。 

日本では見たことがないお惣菜がほとんどでした。フルーツが置かれているところに

ドラゴンフルーツがあり、機内食としてドラゴンフルーツが出て私はそれを初めて食

べて、とても美味しかったため、「また食べたい！」と思っていたのでとても嬉しかっ

たです。 

私たちはテラスで食べました。その最中、1 匹のハエが飛んできて、まだ 1 口も食べ

ていないドラゴンフルーツにとまってしまいました。 

近くにハエがいる事がとても気持ち悪く何度も手ではらいましたが、しつこく粘り強

いハエだったようで、何度もドラゴンフルーツにとまり、私にとって最悪でしかあり

ませんでした。 

結局そのドラゴンフルーツは食べませんでした。日本ではありえないような事。でも、

カンボジアでは普通というと表現が悪くなりますが、別に食事の際は日常茶飯事のよ

うなこと…。衛生面上での違いを目の当たりにしました。 

 

この日はシェムリアップからバッタンバンへの移動日でした。車（バン）で約 3 時間

…。前日のホテル周辺を少し歩いただけで、想像以上にひどい「カンボジアの町」の

現状にとても衝撃を受けた私。 

今回の移動時間はそれよりも長い 3 時間…。「どのくらいの衝撃を受けるんだろう」

という思いでいっぱいでした。 

いよいよ出発…。「衝撃の光景を沢山見るだろうな…。」と思い、私はノートとペンを

カバンから取り出し、思ったことを色々メモしました。 

 

1 つ目は「動物」について。 
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走行中、野生なのか飼育動物なのかは分かりませんが、牛や犬、ニワトリ、猫を何度

も見ました。道路脇で牛が寝ていたり、ゆっくりと道路を横断したり。野良猫や放し

飼いの猫は日本でもよく見かけますが、特に牛が放し飼いにされているのは牧場以外

見たことがありませんでした。 

運転手さんに伺ってみると、「時々車と動物が衝突することがある。」と答えてくださ

り、とても恐怖を感じました。 

 

２つ目は「小さな店」について。 

走行中、何度もお祭りの屋台のようなお店を見かけました。 

道路脇に並んでいたり、狭い道に数えきれないほどのお店が集結していたりしました。

道路脇に並んでいるお店は、大体同じ商品を取り扱っており、「お米売っている店だ！」

と思うと、次に通った店もまた次に通ったお店も同じお米を売っていて、「違う商品

を取り扱うほうが、収入が増えそうなのに、なんで皆同じ商品を取り扱うんだろう」

ととても不思議に思いました。 

狭い道に数えきれないほどのお店が集結している所は、その道は通っていないので、

何が売っているか分かりませんでしたが、電線が前ページの写真同様に絡み合ってい

て、概念などは全くといっていいほど違いますが、「闇市」のような感じがしました。 

 

３つ目は「道路」について。 

出発して 2 時間後、蛇行運転になり、時にはどこかにつかまらないと、車の天井に頭

をぶつけそうになることもありました。 

なぜなら、整備されていない道、または整備中の道を進んでいるからです。整備され

ていない道は砂の状態なので、ムラができやすく、道が凸凹していました。 

また、穴があったり、スコールによってできた大きな水たまりがあり、気分が悪くな

りそうでした。3 時間の移動はあっという間でした。 

 

ホテルに荷物を置いた後、昼食を食べに行きました。 

想像以上に衝撃を受けた私は、「現状」を頭の中で整理することがなかなかできず、困

惑してしまい、ポテト数本と缶ジュースの 1/2 しか喉を通りませんでした。 

昼食中にスコールが降りました。カンボジアに来て初スコールでした。 

徐々に雨脚が強まるかと思いきや、一気にザーと降り、降り方も 7 月 6 日にあった

西日本豪雨災害の時のように局地的でしたが、やむと、さっきまでのスコールが嘘の

ように晴れ間が戻り、この差に少し驚きました。 

 

昼食後は若者の家の方が服を作ってくださることになっていたため、その布を買いに

マーケットへ行きました。 
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マーケットの外側には（上の写真）沢山の果物や、その他の食べ物が売ってあり、マ

ーケットの中に布やクロマーを売っているお店が集まっていました。 

端の方には様々な柄のドレスや服も売ってありました。布やクロマーが何段にも重ね

られて売っていたり、壁にかかっていたりで、あたりを見渡してもどこも布で、まる

でタンスの中にいるようでした。 

クロマーも無地しかないのかなと思っていたら、ギンガムチェック柄やレース柄など、

とてもかわいいものがたくさんあり、私はギンガムチェック柄を 2 枚とレース柄を 1

枚、服にしてもらう布を 1 枚購入しました。 

 

一旦ホテルに戻り、荷物整理をして若者の家へ行くことになりました。若者の家では、

様々な理由で家族と暮らせなくなった私たちを同世代の子が暮らしています。 

私事にはなりますが、私の祖父は幼い時に広島への原子爆弾投下を目の当たりにした、

いわゆる被爆者で、3 人の姉を亡くしています。そんな祖父に私が初めて被爆体験話

を聞いたのが小学年生の夏休みでした。 

「広島への原爆投下について調べる」という宿題が出され、原爆資料館に行って調べ

る人もいたり、本を読んだりする人もいる中、私は祖父から直接話を聞くことにしま

した。 

「じいちゃーん。8 月 6 日にあった事教えてー！宿題なんよー。」と軽々しく聞きに

行くと「ごめん。無理。」と言ってどこかへ行ってしまいました。その時私は「今機嫌

が悪いだけかー。」と思い、改めて聞くことにしました。 
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「じいちゃーん。ねー。教えてーやー。宿題終わらんじゃーん。」と数日後改めて聞く

と、ついさっきまでニコニコしていた祖父の表情は一変。急にポロポロと涙を流し始

めてしまいました。 

始めは祖父が泣いている理由が分かりませんでした。 

「8 時 15 分にピカってまぶしい光がさして、一瞬で焼け野原になったんよ…。夜に

姉さんが傷だらけになって帰ってきたんじゃけど死んだんよ…。」こう祖父は教えて

くれました。 

「一瞬で焼け野原」「傷だらけ」「死んだ」の 3 語で、初めて祖父が泣いている理由が

分かり、「じいちゃんに悪いことをしてしまった…。」という思いで頭がいっぱいにな

り、「ごめんね。」と祖父に言いました。 

8 年経った今でもこの時の事は昨日のことのように覚えています。 

それ以降、夏休みの宿題として同じ課題が毎年出され、毎年祖父から話を聞いていま

した。 

祖父は毎年険しい表情で教えてくれていましたが、学年が上がるにつれてその内容は

濃くなっていきました。（祖父から話を聞くことと併せて、3 年生、5 年生の時は原

爆資料館へ見学しに行き、4 年生の時は「はだしのゲン」を全館読み、6 年生ではそ

れらのまとめをしました。） 

こういうこともあって、私にとって「相手から過去を聞くこと」がトラウマ的な感じ

になり、「じいちゃんの時みたいに泣かせてしまったらどうしよ…。」という思いでい

っぱいになり、段々怖くなりました。 

「友情のレポーター」に応募する際は、「そんな事は気にせず頑張ろう！」と思ってい

ましたが、選ばれて以降、出発日が近づくにつれて気にせずにはいられなくなり、事

前に質問を考えるにも、「この質問したら泣かせてしまうかな…。不愉快にさせてし

まうかな…。」と思い、何も考えることができず、とても焦っていました。 

若者の家へ出発するまで少し時間があって、部屋にいても落ち着かなくなり、先にロ

ビーに行きました。すでにロビーでは安田さんが待っていたので、思いをこらえるこ

とが出来なくなったので相談しました。 

安田さんは、「涙っていうのは「悲しい時」だけ出るものではないよね。おじいちゃん

の涙は「悲しい時の涙」だったのかもしれないけど、「聞いてくれてありがとう」って

いう「感謝の涙」を流す時もあるんじゃないかな。まずは、自分が心を開いてみて！

そしてインタビューが終わったら、「ごめんね」じゃなくて「教えてくれてありがと

う」って思いを伝えると良いよ。」と答えてくれました。 

祖父の涙を見て以降、「涙＝悲しい」が頭の中に自然と焼き付いていたので、「涙＝感

謝」の時もあること。そして祖父には毎回終えてくれた後、「辛い思いをさせてごめん

ね。」と謝るだけでしたが、「教えてくれてありがとう」と感謝の言葉を伝える事。こ

の 2 つを自分に言い聞かせることができ、少し落ち着きました。 
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若者の家までは、トゥクトゥクで行きました。 

今までの移動は徒歩か車（バン）で、走行中は生の風を感じることはできませんでし

たが、トゥクトゥクは窓がないため、今まで感じなかった生の風を感じれたりして、

アクション感覚で乗れてとても楽しかったです。 

 

若者の家では、そこで暮らす子や職員さんが外で待っていてくれました。 

若者の家にいる子はとても明るい子達で、常にニコニコしていました。 

皆で自己紹介をした後、日本紹介（二人羽織、マジック、広島への原爆投下）をしま

した。広島への原爆投下の紹介では、私が話す日本語を英語訳して、それをさらにク

メール語訳してもらい紹介しましたが、言葉だけでは通じない部分もある可能性があ

ったため、写真を大きめに印刷し、提示すると、前へ体をのめり出すようにして沙心

を見てくれる子もいたので、すごく嬉しかったです。 

しかし、あまり簡潔に説明できず、紹介時間が他より長くなってしまった私にも責任

はありますが、「73 年前の広島とその後のヒロシマ」と「祖父の被爆体験」を話して

いると、途中から紹介前に配っていた折り紙で遊び始める子や、隣の子とじゃれ合う

子がいたりして、遊ばずに聞いてほしいと思う反面、もう少し韓ケルにまとめておけ

ばよかったなという後悔でとても複雑な気持ちになりました。 

話をした後は、飛行機の中で折っておいた折り鶴の羽にメッセージを書いてもらいま

した。 

・人生を犠牲にさせて申し訳ありません 

・とても悲しいです 

・その時に亡くなった兄弟たちに哀悼の意を表します 

主に上記のメッセージが書いてあり、「じいちゃんを始めとした、被爆者の方の思い

を若者の家の子達へ私なりに伝えられてよかったな」ととても嬉しく感じました。 

 

日本紹介が終わった後は、夕食を食べました。 

座る席が決められていなく、戸惑っていると、「アカリー！」と次の日に一緒に遠足へ

行くワンダちゃんが自分の席の横を指しながら呼んでくれました。 

食卓の上には、日本では見ない食べ物が数品置いてあり、肉類や魚類より木の実のよ

うなものや葉ものが目立ちました。 

先ほども書いたように、環境（現状）の受け入れが出来てないのと、今後のインタビ

ューへの不安が大きかった私は食欲がなく、2、3 口しか食べられずにいました。 

すると、間食したワンダちゃんが、木の実のフルーツを、皮をむいた状態で私に手渡

してくれました。 

1 回も食べたことがないフルーツだったので、恐る恐る食べてみると、メロンのよう

な味がしてとてもおいしく、「チガニュ！（おいしい）」と伝えると、8 個くらい皮を

むいて皿の上に置いてくれました。 
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とても嬉しかったし、とてもおいしく、そこにはいろいろ不安をかかえ食欲がないは

ずなのに、何個も手に取り「ミエン」というフルーツをすべて食べている自分がいま

した。 

 

食べ終わった後は食器を洗いに行きました。大きな桶が 5 個あり、その中には水が入

っていて、お皿やスプーンを 5 回水洗いするスタイルでした。 

日本では軽く洗ってあとは食洗器で洗います。しかしそういうものがない場所では、

水洗いだから大変で面倒なイメージがありましたが、いざやってみると何故か楽しく、

とても新鮮な感じでした。 

お皿を洗い終わった後は、食べ終わった子たちとバレーをしました。初めは円になっ

てトスやレシーブでつないでいき、その後はバレーネットがある所で実際に対戦形式

で行いました。 

始めは前の方にいましたが、飛んでくるボールの勢いが半端なく、後ろのほうへ移動

しました。すると、レシーブのジェスチャーをしながらボールを手渡してくれました。 

やってみるとネットにあたってしまいました。すると、レシーブのボールの真下に手

をあてると良いことをジェスチャーで教えてくれました。 

2 回目、レシーブをさせてもらうと、うまく相手側のコートに入り、その時の快感は

今でも忘れません。まだあって数時間しか経ってない上、言葉の壁はありましたが、

ジェスチャーでコミュニケーションｗの取り合うことによち、普段とは別の方法で相

手を知れ、その分とても仲良くなれ、とても楽しい時間を過ごせました。 

 

～8 月 18 日（4 日目）～ 

この日は遠足で「コンピン・プイ」というポル・ポト時代に造られたダムへ若者の家

の子（男女 6 人）と遊びに行く日でした。そして、いよいよインタビューする日でも

あり、前日安田さんからアドバイスはいただいていましたが、とても不安でした。 

車（バン）に乗ると、すでに若者の家の子も乗っていました。 

移動中は落合さんが持ってきていたビーチバレーボールをふくらませて、それを投げ

合って遊んだり、手遊び（日本はアルプス一万尺）で遊んだりして過ごし、ここでも

またお互いの距離が縮まった気がしました。 

 

ダムに着いたときはスコールが降っていたので、高床式の建物の中で過ごしました。

すると、このダム周辺に住んでいる子なのかは分かりませんでしたが、数人の幼い子

が沢山のハスを持ってきてくれました。 

「このハスをどうするんだろう」と思っていると、隣にいたタンヴァちゃんが実を取

り出して食べ始めました。 

ハスは花が綺麗というイメージしかなかったため食べるという事にとても驚きまし

た。タンヴァちゃんに勧められ私も食べてみると少し甘くて芯が苦い事を知りました。 
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改めて自己紹介をした後、カンボジアと日本の手遊びで遊びました。 

 

そんな事をして過ごしていると

昼食が運ばれて来ました。 

食欲がない私をタンヴァちゃん

やワンダーちゃん、ソンマリち

ゃんはとても気にかけてくれて

少量のおかずを皿に入れて渡し

てくれたり、「大丈夫？」という

ようなジェスチャーをしてくれ

て、「すごく優しいな」と感じま

した。 

そんな中揚げたカエルが運ばれ

てきました。始めの方に書いて

いるように虫（カエルは虫ではありませんが…。）が苦手な私は気持ち悪くて仕方あ

りませんでした。 

すると安田さんに「食べてみな！美味しいよ！」と勧められ、「確かに日本でこんなの

見た事ない…。」と思い一匹を食べてみました。 

手羽先のような味でとても美味しい事を知り、結局私は一匹半食べました。（食べた

のは足の部分です。） 

カエルといえば田んぼなどでゲロゲロ鳴いていて気持ち悪く、食べても美味しくない

イメージ（あくまでも私のイメージです）がありましたが、いざ食べると美味しく「見

た目で決めつけても良くないな」「また食べてみたいな」と思いました。 

 

食べ終わった後はスコールも止んでいたので、ダムへ遊びに行きました。膝のあたり

まで水につかるくらいで、その水も少し濁っていて、下も若干ぬかるんでいました。 

ビーチボールで遊んだり、水をかけあったり、足をひっぱりあったりして、最後の方

は放流口の方へ行きました。放流口付近は案の定水圧がすごく、銭湯でよくある水圧

で体をほぐす所より強く、水に体を任せてみると、どこかにしがみつかない限り、お

ぼれてしまいそうでした。 

ダムで遊んだ後は、「バンブートレイン」という竹で造られた電車に乗りに行きまし

た。 

今まで見た景色は荒れている感じで綺麗な景色を見ていなかったので、「電車からの

景色はどんな感じなんだろう」ととても楽しみでした。 

 

駐車場には何台もの車が停めてあり、英語のような言葉や中国語のような言葉など聞
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こえ、私達とは別に日本人グループの観光客もいて、ここも観光地として栄えている

感じでした。 

大体一台５、6 人乗りで後ろにもモーターが付いていて、従業員さんがそれを操作し

て動くしくみになっていました。高原の中を走っている感じで回りは緑であふれ、そ

の上天気も良かったため、綺麗な空気も吸えた気がして、とても気持ちが良かったで

す。往復地点で一度降りました。 

 

観光地という事もあってか、お店が数店あり、アイスクリームやジュース、お菓子を

販売していました。その中に、ココナッツジュースが販売されており、飲ませてもら

えました。フルーツという事もあり、とても甘そうなイメージでしたが、実際はポカ

リスエットを何倍ももの水でうすめたような味でとても美味しかったです。 

 

出発時間になり、再び来たルートと同じルートを通って戻りました。景色も行きと帰

りとでは見える方向が違うからか違った見え方で「やっぱり綺麗だな。緑と青と白っ

ていいな。」と思いました。 

バンブートレインでの観光が終わった後は、いよいよインタビューをする事になり、

車で数分移動した所で行う事になりました。「昨日今日でずっと一緒に笑い合った子

を不愉快にさせてしまうんじゃないかな…。何をどう聞けば不愉快にさせないかな

…。」という焦りと共に、八年前の祖父が涙を流した時の事が頭から離れなくなって

しまい、必死に「おちつけ。おちつけ。」と自分に言い聞かせても意味はなく、頭の中

が次第に真っ白になっていってしまいました。 

 

「じゃまずは、なんでカンボジアに来る事になったかを二人とも教えてください。」

と清水さんに言われ「なんで来たんだっけ。」と一瞬これすら分からなくなっていま

した。 

落合さんが説明し終え、私が説明する番になり、なんとか説明する事はできましたが、

何も考えられず口が勝手に動くような感じになったため、ちゃんと意味が伝わってい

るかとても不安でした。 

そして松浦さんが、私が説明した事を英語訳して、サカンさん（若者の家の職員さん）

が皆にクメール語で伝えてもらうのですが、松浦さんが英語訳する際若干悩んでいて、

安田さんが英語訳して下さり、その際に私の話した覚えのない言葉が時々出てきて、

自分がカンボジアに来た理由を正しく分かりやすく言えない自分への腹立たしさと、

松浦さんと安田さんへの申し訳ない気持ちを同時に感じました。 

 

落合さんがまず、「若者の家では普段どのような事をして過ごしているのですか？」

と質問し、6 人はそれぞれ、掃除や料理の手伝いをして過ごしていると答えてくれま

した。 
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私の番になり「若者の家での一番の思い出はなんですか？」とポジティブな感じの質

問をしようと思った所、「一番の思い出はなんですか？」と言ってしまい、6 人の答

えは全て家族関係になってしまい、涙目になる子、涙をぬぐう子もいました。 

また祖父のように不愉快な思いをさせてしまった事へとても申し訳なさを感じ、どう

すればいいのか分からなくなり、何故か私が少しパニックになってしまいました。 

その後、どんな質問をしたかは、頭の中が真っ白だったので覚えていません。（すみま

せん 

）一瞬にして場の空気を悪くしてしまった事と 6 人に不愉快な思いをさせてしまっ

た事への申し訳なさをこらえきれず涙が出てきてしまいました。（安田さんからのア

ドバイスを自分に言い聞かせても我慢できませんでした。） 

6 人が泣く前に私が泣いてしまい、どうにかして泣き止みたい気持ちはありましたが、

そのような事を考えるとさらに涙が出てきてしまいました。 

「自分って情けないなー。」と思いながら止まらない涙をぬぐっていると横からタン

ヴァちゃんがきて背中をさすってくれました。 

すると次はティッシュペーパーを持ったソンマリちゃんが涙をふいてくれました。私

は 6 人に本当に申し訳ない事をしてしまったにも関わらず、背中をさすってくれた

り涙をふいてくれて、「すごく親切だな。自分もこんな人になりたいな。」と強く感じ

ました。 

 

帰りの移動中は気持ちを落ち着かせる事で必死でした。 

若者の家で 6 人と別れてホテルへ戻りました。夕食を食べに行くまで少し時間があ

り、ベッドで少し体を休めようと試みましたが効果はなく、ほぼ無音のロビーで気持

ちの整理をしようと思い、先にロビーへ行きました。ロビーにある長椅子に座ると「お

疲れ様！」と声がして前を向くと安田さんが既にロビーに来ていました。 

自分の世界に入り込みすぎて、座るまで全く気が付きませんでした。 

「どうして良いのかわからなくなりました。なんか本当に情けないっていうか…。」

自然と口からそう涙と共にこぼれてしまいました。 

 

話している中でワンダーちゃんが「聴いてもらえて嬉しかった。」と言っていた事を

教えてもらい、もうこの時点で何を質問したか忘れてしまってはいましたが、「嬉し

かった。」と言ってもらえてどこか自分も嬉しく感じるものがありました。 

 

そして、「自分自身が心を開いてインタビューする事」についてもアドバイスをもら

いましたが、正直この時「心を開く」という事がどういう事かあまり分かりませんで

した。話をしていく中で次第に気持ちは落ち着いていき、ロビーに全員集合したので、

夕食を食べに行きました。歩いて行くうちに次第に葛藤がぶり返ってきてしまい、こ
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の日は運ばれてきた夕食を見るだけで何故か少し気分が悪くなってしまいました。 

 

～8 月 1９日（５日目）～ 

この日は、前日に一緒に遠足へ行ったタンヴァちゃんとスマイ君の家庭訪問の日でし

た。 

タンヴァちゃんの家の前は一面田んぼが広がり、この日は近所の学校で行事があり、

にぎわっていました。 

タンヴァちゃんは家が近くなるにつれて段々声にもハリが出て、家に着くとすぐ、お

母さんと現在お母さんと一緒に暮らしている甥っ子さんと姪っ子さんの所へ足早に

行き、色々お話をしていました。 

タンヴァちゃんの家は周りと見比べてみると大きい方で「なんでこんなに大きい家を

持っているのに別れて暮らさないといけないんだろう。」ととても不思議に思いまし

た。 

家は一階建てで、中はまるでここへ引っ越してきてまだ間もないのかな感じるくらい

広々としていました。 

日本の家（私の家）と比べると、キッチンがなく、テーブルもなく、テレビもない。

あるのはベッドとタンスくらいでした。日本の家（私の家）は、このようにカンボジ

アの家（タンヴァちゃんの家）と比べると家具が沢山ある。普段沢山の家具に囲まれ

て生活しているから、あまり家具がない家を広いと感じる。だから逆にカンボジアの

人達からすると日本の家は狭く窮屈に感じるのかなと思いました。 

 

しかしそう考えてみると、「経済面で発展途上国」と言われている国は、機械やそれら

の機能が「経済面で先進国」と言われている国より発展していないから「生活が大変

なんじゃないかな。可哀想。」と当初は思っていましたが、あまり家具がなくても、そ

れらが発展していなくても「最低限度」の家具で生活ができる人もいます。 

だから、「経済面で発展途上国＝可哀想」という考えはとても失礼に感じました。むし

ろ、沢山の家具に囲まれて暮らせるのは、「恵まれ過ぎている」のではないかなと感じ

ました。 

 

そうこう考えていると、インタビューの準備は始まっていました。前日の夜までイン

タビュー内容を考えて、「不愉快な思いをさせてしまうと申し訳ないな」などと考え

てしまい、基本的な質問しか結局思いつかずいる中、「逆に基本的な質問だと一気に

ハードルを上げてしまって、その方が不愉快にさせてしまうかな。どうすればハード

ルを上げ過ぎずにインタビューできるんだろう。」とインタビュー直前にも関わらず

葛藤してしまいました。 

結果、マイクを手に持った瞬間頭の中が真っ白になるという最悪の事態に陥ってしま

いました。（カメラ位置調整などをしている間になんとか思い出しました。） 
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インタビューが始まり結局私は、「何か月ぶりに会ったんですか？」「なぜ、若者の家

へ行くことになったのですか？」を帰国して 1 ヶ月が経ついま考えると、ハードルを

上げすぎた汁門をしてしまいました。（当時はそのようなことを考える余裕はありま

せんでした。） 

質問内容は覚えていませんが、私は数問質問したところで、次の質問が思いつかず、

身近なことを質問しようを思い、周りをみても見えるのはタンヴァちゃんとお母さん

の上場だけで、その他は全く見えませんでした。 

そんな焦っている自分に焦ってしまい、パニック状態に陥ってしまいました。 

すると、その焦りが表情に出ていたのか、清水さんが「なんで~なのかな。これを質問

してみたら？」とサポートしてくださいました。（内容は覚えていません。） 

しかし、本来ならそのサポートしてくださった質問からさらに発展してどんどん質問

するのがベストなのに、私の場合、質問を発展させようにもいろいろ深く考えすぎて

しまい、できず、たとえ思いついたとしても口が開かないままでした。 

結局その後も清水さんが数問サポートしてくださり、落合さんと交代しました。 

 

すると、落合さんは言葉をつまらせながらではありましたが、タンヴァちゃんとお母

さんに様々な質問をしていました。 

誰からのサポートも受けず、冷静に質問できていてうらやましい気持ちと同時に、な

んで自分はマイクをま\持った瞬間冷静ではいられなくなるのだろうという腹立たし

さを感じました。 

インタビューが終わったあと、お母さんが用意してくださった果物をタンヴァちゃん

がむいて、私たちにいくつかくれて、それを食べている最中、庭に植えている花をつ

んでそれを髪飾りとしてつけてくれました。 

 

果物を食べ終わった後は、火おこしに使う木を切らせてもらえることになり、家の裏

へ行きました。 

裏には沢山木が生えていて、その中でも枝が長い部分を切らせていただきました。お

のの持ち手の部分が短くしたような感じの器具で、少し重く感じました。私は細い枝

を主に切らせてもらいましたが、刀を当てる部分を一点集中することがとても難しか

ったです。 

 

帰る際、お母さんはタンヴァちゃんに袋に入った沢山のフルーツを渡していました。

それをタンヴァちゃんは笑顔で受け取り、車の中で私たちにふるまってくれました。 

 

次はスマイ君の家へ向かいました。スマイ君の家はタンヴァちゃんの家とは違って周

りは池やたくさんの木があり、小さな集落になっていました。 



 

 

©国境なき子どもたち／第 32 回友情のレポーター（2018）【禁無断複製・転載】 

www.knk.or.jp 

スマイ君の家へ向かう際、スコールが降ったこともあり、地面もアスファルトではな

く、赤土だったため、とてもドロドロしていて、とても歩きづらかったです。 

家はトタンで作られており、家の中も床の部分が地面になっていて家の中には 2 つ

のベッドしかありませんでした。 

 

インタビューは庭ですることになり、今回もまず私からインタビューすることになり

ました。 

タンヴァちゃんの家でのインタビューの時と同様、マイクを持った瞬間に頭の中が真

っ白になり、周りを見渡して見えるのはスマイ君とお母さん表情だけで、他は何一つ

見えませんでした。 

結局質問もタンヴァちゃんの家でしたものと全く同じ、基本的なものしかできず、焦

るばかりで必死に質問を考えるも全く思い浮かばず、また清水さんがサポートしてく

ださり、私がした質問の半分以上が自分で「聞こう！」と思っているものではなく、

清水さんから聞いて「そっかー。これも聞こう。」と思った質問になってしまいまし

た。 

 

そしてこの後、落合さんは私がした以上の数の質問をしていて、落合さんがインタビ

ューし始めてから私は、「何しにカンボジアに来たんだろ。」「何で誰かにサポートし

てもらわないと質問ができないんだろう。何で自分の力でやりきれないんだろう」と

すごく葛藤があり、情けない気持ちでいっぱいでした。 

 

インタビューが終わったあとは、実際に移動しながら、改めて家と庭を紹介してもら

えることになりました。 

実際、家に入らせてもらうと、中には蚊帳で回りを張った 2 つのベッドと、世明かり

をともらすための、古びたライトとブレーカーがあるだけで、まるでキャンプのテン

トの中にいる感覚で、家はトタンで囲われていて、床が土のためスコースが降ると家

の中も浸水したようになるのかなと思うとゾッとしました。 

 

庭には、木で造られた机と、高床式のキッチン、水が溜まった甕などがあり、料理の

火おこしなどに使う薪も置いてありました。 

また、庭には何羽ものニワトリが歩き回っていて、「飼っているのですか？」と聞いて

みると、「違います。あそこの家のニワトリです。」と答えてくれて、他家の飼育動物

が自分の家の敷地内にいるというのは見たことがない光景で、日本ではありえないこ

と（聞いたことがないこと）なのでとても驚きました。 
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そして、キッチンでスマイ君が

火おこしを実際に行って、私た

ちに見せてくれました。 

煙で目が痛くて仕方がなくな

る渡す地違って、煙にもあまり

動じず慣れた手つきで薪を入

れ、火をおこすスマイ君。 

写真にあるやかんの中には水

が入っていて、これは写真には

写っていませんが、すぐ横にあ

る大きな甕から汲んだ水で雨

季の時は雨水を、逆に乾季の時は周りにある池の水を汲み入れているそうです。 

蛇口をひねればいくらでも水が出てきて、最近は洗浄水が出るところも増えてきてい

る中、洗浄などされていない水を甕から汲んで使っている上、乾季の時は、節約も必

要になると思います。たかが水でこんなに違うことにとても驚きました。 

 

火おこしの次は、スマイ君の妹さんに調味料の作り方を教えてもらいました。 

塩をはじめとした数種類の粉を石器製のすり鉢とすりこぎで砕いて混ぜ合わせて作

り、混ぜ合わせる最中に既にスパイシーな香りがしました。 

作り終わって家の裏などを見ていると、また妹さんがその高床式のキッチンへあがり

ました。その瞬間「バキッ」という音と同時に床が抜け地面に落ちてしまいました。 

このようなことは時々あるようで、スマイ君たちはあまり驚いていませんでしたが、

初めてこのようなことを間近でみた私はとても驚きました。 

 

この日の行程を終え、ホテルに戻ってからも、私はずっと自分の中での葛藤があり、

「何を目的にカンボジアに来させてもらったのか。」「一体自分は何がしたいのか」「な

んでちゃんとした取材ができないのか」などと自分にひたすら問いかけるばかりで、

周りに迷惑をかけないとやっていけない自分への腹立たしさと、自分の力でやりきれ

ない情けなさで頭の中がいっぱいでした。 

 

19:30 頃、夕食を食べに行くためホテルから出て、マーケットの前を通りがかった

時、安田さんが小柄な女の子達と話しているのを見つけました。 

近寄ってみると、「この子が”お金ください“って言ってきたからお話を聞いているん

だよ！」と教えてくれました。 

少し肌寒い中、タンクトップに半ズボンにサンダルの姿で、ショルダーバックをさげ、

手にはポリ袋の中に入ったお金をもっている女の子。その後ろに強張った表情で立つ

2 人の女の子と 1 人の男の子。 
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初めて物乞いをしている子達、いわゆるストリートチルドレンの子達に出会いました。 

写真や映像で何度もストリートチルドレンの子達は見てきたし、この友情のレポータ

ーに応募する際、必要な物語製作でも、ストリートチルドレンの子を登場人物に入れ

ました。 

でもやはりここでも「見ることの大切さ」を痛感しました。 

その子たちに出会った時、そこには呆然として、何も言葉がでない自分がいました。 

「何歳？」と安田さんが聞くと、その子たちはパーにして「10 歳」と答えてくれま

した。 

小学四年生。私は見た感じ 1,2 年生かなと思っていました。 

でも本当は 10 歳。これが物乞いをしている子をはじめとした貧困家庭の実体と思う

と、何も言葉は出ませんでした。 

色々質問をしていくうちに、3 人の女の子の表情は穏やかになっていき、隣で焼かれ

ていた肉を買ってあげることになりました。 

肉が焼けるまでの間は、安田さんが持っていた折り紙で遊ぶことになり、尾をひっぱ

ると羽がはばたく鳥やぱっくんちょを折って遊んでいました。 

そうしているうちに、徐々に心を開いてくれるようになり、ぱっくんちょでつついて

きたりしてきてくれました。 

そうして遊んでいると、1 人の女の子が、そのお母さんに折り紙を見せに行きました。 

気になってみていると、女の子は嬉しそうに折り紙を見せている中、お母さんはとて

も険しい表情のままで、女の子が私たちのところへ戻ろうとすると、お母さんはすぐ

にその女の子の腕をひっぱり、戻ることを断念させようとしていました。 

そしてお母さんに気づいた別の子も手招きをしてお母さんの所へ呼び、何かを伝えて

いました。 

そこで私とお母さんは目が合いました。すると、お母さんは私をにらみつけるように

さらに表情を険しくしていました。 

ほんで観光客の人などにストリートチルドレンの子が声をかけると無視だけでなく

暴力をふるう人という文を読んだことがあったので、お母さんは私たちを警戒してい

るのかなと思いました。しかし、その子たちは再び私たちの所へ来てくれて、また折

り紙で遊び、ずっと笑顔を見せなかった男の子も時々ではありましたが笑顔を見せて

くれました。 
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こうして遊んでいるうちに、肉が焼

け、一緒に過ごす時間もわずかにな

り、記念写真を撮りました。 

肉を受け取るとすぐにお母さんの

所へ走っていき、その時のお母さん

はとても笑顔で手を合わせて「オー

クン（ありがとう）」と何度も言って

きました。 

とても険しい表情だったのが一変、

とても笑顔で私自身とても嬉しか

ったです。 

でも、今も同じマーケット前で、もしかすると場所を変えているかもしれませんが、

何度も通りかかる人に「お金を下さい」と言い続けていると思うと、とても心が痛く

なります。 

一緒に過ごせた時間は少しでしたが、とても楽しい時間を過ごせました。 

 

 

～8 月 20 日（6 日目）～ 

この日はまずゴミ山へ取材に行きました。 

靴が汚れてはいけないので、長靴に履き替えました。 

カンボジアのゴミ事情を全く知らなかった私は、ゴミ山に行くと知った時はとても驚

きました。 

カンボジアに車で、ゴミは日本を同じように焼却処分していると思っていたので、そ

んな日本では焼却されているゴミは、もし焼却されていなかったら…。 

ゴミ山へはトゥクトゥクで向かったので、ホテルからゴミ山までの臭いや町の変化を

直で感じることができました。ゴミ山に近づくにつれて、その集落で集めたゴミなの

かはわかりませんが、数十メートルおきくらいで、生ゴミや汚れた衣服、空き缶、袋

などが浜辺でつくるドロ山くらいの大きさのミニゴミ山をいくつも見ました。 

そのミニゴミ山からは、黒い液体が漏れていたり、沢山のハエがたかっていて、向か

っているゴミ山のくさい臭いと、そのゴミ山のくさい臭いが合わさり、気分が悪くな

りそうなくらいくさい臭いになっていました。 

こんな臭いの中でも家は何軒かあり、この臭いに慣れると、嗅覚が鈍ってしまいそう

でとてもゾッとしました。 

進めば進むほどハエが増えて、カバンや服や手足にとまられたり、臭いが次第に猛烈

にくさくなっていき、ゴミ山に近づいていることを身で感じることができました。 

私の想像していたゴミ山は、1 か所に集められ、1 つの大きな山となって猛烈にくさ

くハエが沢山たかっているやまでした。 
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でも本来のゴミ山は想像以上に荒れた山でした。 

 

まず、ゴミ山手前の方は、右の写真のように土化して、踏んでみるとベトベトしてい

て、納豆を混ぜるとできる糸のようになっている部分もありました。 

ゴミ山の手前の方はゴミが土化している。植物がはえている所もあった。 

 

写真には写っていませんが、ゴミの中からツルが伸びていたり、花が咲いていたりも

しました。 

ゴミ山に着いて私が一番驚いたことは、ゴミ山のまわりの事です。 

まわりも汚れていたりしているのかなと思っていましたが、特に入り口の向かい側は

一面緑で広がり、大草原のようになっていたことです。 

よくわかりませんが、この綺麗と汚さの差が、「このゴミ山によって綺麗なところも

浸食されていってしまう」ということを表しているようでした。 

 

ゴミ山は先ほども書いたように、大きな一つの山になっているのかと思っていました

が、そうではなく、溜まっていくうちに色々なところで山のように積まれていき、「ゴ

ミ山」といわれていているようでした。 

なので歩くには、ゴミを踏みながら歩かないといけない状況で、スコールの雨水と、

ゴミから出る液体が混ざり合った上に足を置くため、ベトベトしていて、歩くだけで
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もバランスを崩したり、長靴がぬげそうになるくらい大変でした。 

 

奥に進んでいくほど、臭いはきつくなり、何かが発行したような臭いと、生臭いにお

いとが合わさって、言葉では表現し辛い、独特な臭いで、空気自体が汚染されている

ようでした。 

ゴミ山の中に数分いるだけで、嗅覚が鈍りそうでしたが、ゴミ山の中には、ゴミ山に

あるお金に変えられるゴミを探す人たちが老若男女問わずいたるところに何人もい

ました。 

大体の人が、長袖長ズボン、長靴で軍手などの手袋をし、帽子もかぶって完全装備の

状態で作業を行っていました。 

 

 

ゴミ収集車が持ってきた新しいゴミを求めて集まる人たち。 

 

前を歩いた人の足跡が残っている。泥まみれになったゴミの上を歩く。 
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積まれたゴミ。奥には多くの木が生い茂り、緑が広がっていた。 

 

上の写真のようなゴミ山の中では、日本語のパッケージの袋もありました。 

その他にもサンダルや服、ビニール袋、空き瓶など様々なものがまとまって放置され

ていて、何らかの化学反応で煙が出ている所もありました。 

ゴミをかき分けるようにしつつも、バランスを崩さないように慎重に、凸凹の道を歩

き続けていると、ゴミ収集車が新しいゴミを置きにやってきて、その周りを囲むよう

に人が集まってきました。 

はじめは何で集まったのか分かりませんでしたが、操縦士さんがゴミを下に落とすと

同時にその人たちは持っている棒で左ページの下の写真のように、棒や手でお金に変

えられそうなゴミを探し、見つけ次第大きな袋へ入れていきました。 

しかし、何もかもが袋の中へどんどん入って行く訳ではありません。 

我先にと必死にゴミを探っても簡単に見つかるということは全くないようでした。 

 

汚染された環境の中、生活するために日々ゴミを探りお金に変える。 

予想だにしない光景に目は点のままでした。 

 

これらの光景により、あっけにとられていると、同行してくださった方々が、半そで

半ズボンにサンダル姿でゴミを探る一人の男の子に声をかけてくださりました。 

「何歳？」と聞くと、「生まれたころからここで過ごしているからわからない。」と答

えてくれました。その男の子はゴミ山で過ごしているからかはわかりませんでしたが、

片目が充血した上、腫れていました。 

病気になっても医療をちゃんと受けられない。 

また、その男の子の核でまた別の男の子が、ゴミを運び始めたため、行方をつかむた

め、その子の後ろを歩いていました。 
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辿り着いたのは、扉や窓がなく、吹き抜け状態の中に家族で住む家でした。 

スマイ君と同じように、薪で火をおこし料理をするお母さん。 

ハンモックの上で寝ている生後間もない赤ちゃんをうちわで涼めるおばあさん。 

私たちはそこに一緒にいた14歳のラタナーちゃんにインタビューをすることになり

ました。 

インタビューをしていく中で、ラタナーちゃんは 5 年前まではゴミ山の近くにある

NGO の学校に通っていましたが、お金の不足を理由に通えなくなり、今はゴミ山で

お金に変えられるようなゴミや、使えるようなゴミを探したりするなどしたり、幼い

兄弟の面倒を見て家庭を支えていること、将来は学校の先生か医者になりたいことを

話してくれました。 

インタビューをしていく中で、右の写真

にうっすら写っていますが、ずっと握り

しめているオレンジ色のマニキュアのこ

とが気になったので、それについて聞い

てみると、それはゴミ山の中で見つけて、

自分はあまり爪に塗ることが好きでなな

いけれど、お姉ちゃんとお母さんは好き

だからプレゼントしたくて持ち帰ったこ

とを教えてくれました。 

自分がどんな過酷な状況に置かれていて

も、家族への感謝の気持ちは常に持ち続

けていることに私はとても感銘を受けま

した。 

 

ラタナーちゃんは始めは緊張からか少し

険しい表情でしたが、色々聞いて答えて

くれていくうちに、表情は穏やかになり、

ニコニコしていました。 

インタビューを終えた後は、家の中を少

し見せていただきました。 
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床には様々なゴミが溜まっている。ゴミ山の上で暮らす。 

 

～追記～ 

私達が履いていた長靴は、ゴミ山取材後、ラタナーちゃんたちにプレゼントしました。 

 

ゴミ山の上に家を建てたということもあり、上の写真のように床には様々なゴミが散

乱していた上、家族写真が汚れていてとても衝撃を受けました。 

 

ラタナーちゃん。靴下とサンダルには虫がついたり汚れていたりする。 

 

焼却場がないカンボジアでは、日が経つにつれて一方的にゴミが溜まるばかりで、私

たちが滞在中に出したゴミも、これらのゴミ山の中に埋まっているはずです。 

私自身、ゴミ山に来るまでは「焼却処分したほうが人にも環境にも害を及ぼすことが

ないしよいのではないか。」と思っていましたが、実際の現場を生で見てインタビュ
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ーまでさせていただけたことにより、表現が少し変だと思いますが、「ゴミがなくて

はならない人達」がいることを思い知らされました。 

いくら不衛生で自分たちや自然に害及ぼす中でも、その中から見つけ出す「お金に変

えられるゴミ」や「生活していく中で使えるゴミ」により、ギリギリではあるものの

生計を立て家族を支えることが出来ています。 

しかし、一日で一人あたり稼げるのは約 2.5 ドル、日本円で約 280 円だそう。 

最低限度のことにしかお金を使えず、体調不良になっても病院へ行くことは困難で、

出会った男の子のように目が腫れるなどの症状が出ても自然完治を待つだけです。 

学校へ通うことも困難な状況。さらにはそんなゴミ山で暮らす家族もあります。 

そんな中、例えば焼却場ができ、ゴミが減っていくと、人や自然に害を及ぼすことは

なくなっていくと思いますが、上記の人たちは仕事や住む場所を失ってしまい、さら

に生活が貧しくなっていくだけだと思います。 

そう考えるととても複雑な気持ちになりました。 

 

 

機織り機で作業するオナラさん 

 

午後からは若者の家で過ごしました。 

本来の目的は羽織などの若の者家の施設の中の職業見学、取材で、それまで時間があ

ったので、一緒に遠足に行ったタンヴァちゃん、ワンダちゃん、ソンマリちゃんの 3

人部屋に集まり遊んで過ごしました。 

まずはビューティーサロンで職業訓練している人が私たちの髪を編み込みなどをし

て結んでくれて、その後は鬼ごっこの鬼が目隠しをするやり方で遊び、ジェスチャー

でやり方を教えてくれました。 
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私は 2 回鬼になりましたが、目隠しをしているため周りが見えなく声を頼りに誰か 1

人をつかまえないといけなく、とても怖くもあり楽しくもあり盛り上がりました。 

30 分くらい遊びましたが、その間でもよりお互いの距離を縮めることができて貴重

な時間となりました。 

 

職業見学では、初めて機織り機を見ました。予想以上に大きく、木と紐で造られてい

ました。 

実際に作業しているのを見てみると、手だけでなくペダルのような木の板を交互に踏

みながら行っていてもとても難しそうでした。 

私たちもやらせてもらえることになり、教えていただきながら挑戦してみました。 

構造が複雑で、どうなっているのかいまいち分からなく説明しにくいですが、何本も

の縦糸が張る下で、糸が巻き付いた木をまっすぐ右から左へ移動させ、足ペダルを片

方踏み、そうすると次は左から右へ糸が巻き付いた木を移動させ、足ペダルをもう片

方踏み…。の繰り返しで、糸が巻き付いた木を移動させることにより横糸を作る感じ

でした。 

慣れていくと、右から左、左から右に移動させる際に、勢いをつけて一発で移動させ

ることができ、それが快感で手芸が好きな私にとってはとても楽しかったです。 

 

このタオは教えてくださったオナラさんへインタビューをしました。 

今までのインタビューは私が先だったので、今回は落合さんから行いました。 

今までのインタビューがまともに出来ていなかった私はこのまま帰国し、広報に努め

ることが嫌で仕方なかったため、安田さんに言われたことをもう一度自分に言い聞か

せ、落合さんとオナラさんのやり取りもしっかり聞きつつ、周りを見たりして、些細

なことでも聞いてみようと心がけていました。 

今までのインタビューの際は、周りを見ても見えるのは相手の表情のみでしたが、今

回はバックグランドを聞くわけではないから普通に見ることができました。 

一つの織物完成までどのくらいの期間がかかるのか気になり、聞いてみると、二か月

と答えてくださりました。 

この機織り機で作業するまでに他の機械で作業したりしないといけなかったりする

ことを聞いた時には、私の予想は一か月だったのでとても驚きました。 

この質問に関してはとても驚いたので覚えていますが、インタビューをするときの緊

張感は今までと全く変わらなかったので、他の質問は何をしたか覚えていません。 

でも、このインタビューはカンボジア取材を初めてサポートされなくてもできたので、

インタビュー終了後はあまりなにも感じませんでしたが、時間が経つにつれて手ごた

えを感じるようになりました。 

 

この後は実際に、若者の家で暮らし、洋裁の職業訓練をしている子などが作ったもの
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が売られている売店へ行きました。 

そこにはカバンやクロマー、ポーチ、パスポートケース、名刺入れ、右の写真のよう

なストラップなど様々なものが販売されていました。 

柄も様々で、ストラップは様々な動物がいて、どれも可愛いものばかりでした。 

そこで私はストラップとパスポート入れを買いました。 

 
売られている動物型のストラップ 

 

～8 月 21 日（7 日目）～ 

午前中はスマイ君が職業訓練をしているバイク修理の店、ソンマリちゃんが職業訓練

をしているビューティーサロンへの見学、取材でした。 

まず、バイク修理の店へ行きました。 

修理店ということもあってか、ガソリンの臭いがきつかったです。 

私たちが訪問した時、スマイ君はすぐに慣れた手つきで修理をしていて、指先も黒く

汚れていました。 

修理がひと段落したところで、インタビューしました。 

スマイ君は一日に午前午後合わせて約 9 時間訓練を受け、約 10 台のバイクを修理

していて、その中でも電気関係の部分の修理が一番大変だということを話してくれま

した。 

そして将来は自分の店を持ちたいことも話してくれました。 

日本と比べると、スマイ君の年代の人は大体が大学で勉強していますが、ここでは今

後のことを考えて勉強ではなく、社会人と同じくらいの時間訓練を受けないといけな

いそうです。それを聞いて、「生活の落差」を痛感しました。 

次はビューティーサロンへ行きました。ピンクを基調とした可愛い店でした。私たち

が訪問した時、ソンマリちゃんはお客さんの髪を洗っていました。 

ここでもひと段落したところでインタビューしました。ソンマリちゃんは１日に午前

午後合わせて約８時間訓練を受け、主にヘアスタイル、メイク、ネイルをして、時々
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ヘアカットをしている事を話してくれました。ここでも日本と比べると美容師を目指

す人大体の人が専門学校や大学に通ったりする中、実際の美容院で訓練を受けるのは

大変な事もあるだろうけどそれもそれで良さそうだなと思いました。 

午後はタンヴァちゃんとワンダちゃんへのインタビューと２人が職業訓練をしてい

るビューティーサロンへの見学でした。 

インタビューでは、まず落合さんがワンダちゃんに、そして私がタンヴァちゃんにし

ました。 

ワンダちゃんは叔母さんとタイへ移住しましたが、警察に不法入国だとばれてしまい、

施設に入る事になり、施設を転々として行く中で、この若者の家へ来たという事を話

してくれました。 

インタビューの最中にワンダちゃんが「昼食に入っていた唐辛子が目に入っちゃって

痛くなった」という趣旨の事を言って涙目になり手でぬぐう場面がありました。それ

を見ているとその痛くなって出る涙と一緒に今までの事を思い出して出る涙が混じ

っているように私は感じました。 

タンヴァちゃんのインタビュー・・。案の定私が回りを見回しても見えるのはタンヴ

ァちゃんの表情だけでした。「どうしょう。」とここでも焦ってしまったので、それが

表情となり表れていた事だと思います。そんな中でもタンヴァちゃんは笑顔でいてく

れました。まるで「私の表情なんか気にしないで！何でも聞いてくれていいよ！」と

言ってくれているように私には見えました。その影響からか始めはタジタジでしたが、

質問を重ねていくにつれてスムーズに行えるようになり、とても嬉しかったです。 

タンヴァちゃんは、AKB４８やガールズジェネレーションズといった日本のアイド

ルグループが大好きならしく、一緒にいる際に歌ってくれた事もありました。タンヴ

ァちゃんもワンダちゃん同様、タイへ不法入国した時期があって、タイにいる間は主

に他店で買った野菜に利益をつけ販売して生活し２０００～５０００バーツ（日本円

で６７００～１７０００円）稼いでいたけど、実際にオーナーさんからもらえたのは

２５０バーツ（日本円で８５０円）くらいで、そのもらったお金は離れて暮らすお母

さんへ服を買ってプレゼントする事に使っていた事を話してくれました。ここでもゴ

ミ山でラタナーちゃんから話を聴いた時と同様の思いを抱きました。 

カンボジアに戻ってからは、タイでは困ることがなかったという食べ物などが足りな

くなるなどして、生活が貧しくなるばかりで、結果若者の家へ入る事になった事も話

してくれました。 

インタビューが終わり、２人がいるビューティーサロンへ行くまで時間があったので

休憩していると、スコールが降り始めました。「いつ頃止むかなー」と思いながら食堂

で雨宿りをしていると、３人の女の子が来ました。 
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リュックサックを背負っていたので「何年生？」と持っていた指差し会話帳を見せな

がら聞くと、「４年生」と答えてくれました。 

後から若者の家の職員さんに聞いたのですが、敷地内にある学校へ来たらしいですが、

今日は先生が試験で休んでいて授業が無くなったそうです。 

会話帳を見ながら他に聞ける事があるか考えていると、写真の真ん中にいる女の子が、

３日目に行った日本紹介の後聞いていた人たちに配った手作りのミサンガとクルミ

ボタンのヘアゴムのうちのヘアゴムを実際につけていてくれていて、その事を私に教

えてくれました。 

するとその子の隣に座って２人の女の子がジェスチャーで「私も欲しい！」というよ

うな事を伝えてくれ、まだ持っていたのでひとつ渡すと、とても笑顔で受け取ってく

れて、それが私にとっては嬉しくてたまりませんでした。それからは、スコールが止

むまで一緒に過ごしました。 

ビューティーサロンに行く頃ちょうどスコールは止みました。私達が訪問した時、２

人はお客さんの髪を乾かしたりしていました。接客が終わると、私と落合さんの髪を

２人がそれぞれ編み込みで結んでくれて、さらには手と足にネイルをしてくれました。

その後もジェスチャーで話したりする事が出来、とても楽しかったです。 

この日は、若者の家の子達と過ごす最後の日でした。日が暮れていくのと共に寂しく

なっていき、涙がこぼれてきました。「オークン（ありがとう）。」と言いながら、いろ

いろな子とハグをしたり、お互いの涙をふきあったり、写真を撮ったり…。いくら手

でぬぐっても涙は止まりませんでした。ここでわがままが言えるなら、最後の日なん
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か来てほしくなかったです。 

 

～8 月 2２日（８日目）～ 

この日はバッタンバンからシュリムアップへの移動日でした。 

シュリムアップへ行く前に若者の家に寄る事になり、若者の家の子は既に外で待って

いてくれました。 

最後だし笑顔でお別れしたいなと思い、今にも出そうな涙を必死にこらえて、本当に

最後の時間を一緒に過ごしました。ハグをしあったり、写真を撮ったりしていると、

皆が集まってクメール語で歌を歌ってくれました。 

その時、本当の意味は分かりませんでしたが、想像する事はできました。私達のため

に歌ってくれてとても嬉しかったです。そしてついに出発の時間になりました。涙を

こらえる事ができず泣いてしまいました。若者の家の子達とは、とても貴重でとても

楽しい時間を過ごせました。 

シュリムアップのホテルでは、今はカンボジアでガイドをなさっている若者の家の卒

業生であるロウさんが待ってくれていました。そして昼食を食べた後、世界遺産に登

録されているアンコールワット遺跡見学へロウさんのガイドのもと行きました。やは

り想像以上に大きく迫力もすごくとても美しかったです。観光客もとても多く構内で

は様々の言語が飛び交って日本人グループもいました。 

そしてこの日の夕食はロウさんの他４人の卒業生の方々と食べました。 

 

～8 月 2３日（９日目）～ 

この日も午前中はロウさんのガイドのもとアンコールワット遺跡見学でした。歩いて

いると音楽が聞こえ始めました。徐々にその音は大きくなっていき、どこで演奏され

ているんだろうとあたりを見回しながら歩いていると、１０人ほどの男性が木製の楽

器で綺麗なメロディーを奏でていました。 

見慣れない楽器で近寄ってみると、その人達は、手、足、腕を失っている人達でした。

そしてそのステージの隣には「僕らは地雷により体の一部を失いました。」といろい

ろな言語で書かれた看板が立てかけられていました。地雷で体も一部を失った人は見

た事があります。しかし、やはり生で見ると受ける衝撃が全く違いました。頭の中が

真っ白になりました。体の一部を失っているのにも関わらず、何らかの楽器で綺麗な

メロディーを奏でていて、「音楽の力ってすごいな！」と思いました。 

見学が終わった後は、ロウさんの家で昼食を食べました。そしてその後は、私達とロ

ウさんとサムーンさんとマーケットへ行きました。様々な商品が販売されてあり、見

て回っていると「コレ、ドーデス？」などと日本語で話しかけられる事がよくあり、

日本人観光客も結構来ているようでした。そしてマーケットの外には、日本でいう駅

の外にタクシーが何台も止まっているように、トゥクトゥクが何台も止まっていまし

た。 
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そして、ついにカンボジアでの取材行程を全て終え、帰国の途に就きました。 

 

～カンボジアに行って思った事～ 

１、 平和とは何か。 

私はカンボジアに行くまで「平和とは戦争が無い事。」でした。しかし、カンボジ

アに行って様々な体験をさせて頂く事が出来、様々な事を考え感じさせて頂く事

が出来ました。 

カンボジアは今戦争はありません。そこで私は「戦争が無くなったら本当に平和

なのかな。こんなに生活の中でも格差があるのに。これって平和？」と考えさせ

られました。平和の「平」は「たいら」と読み、他の熟語には「公平」「平等」と

あります。国内でさえ家がある人無い人。学校に通える子、通えない子・・。と

身近な所で色々な格差があります。そんなの「公平」にも「平等」にもなってい

ません。そして、カンボジアには今もなお、約４００万個の地雷が埋まり、全て

取り除くには１００年以上はかかるとも言われています。そして、その地雷を誤

って踏み自分の体の一部を失った人も多くいます。「戦争が無くても危険を忍ぶ生

活」、これを平和と言うのでしょうか。これらから、カンボジアへ行って以降、私

にとっての「平和」とは「格差がなくお互いがお互いに関心を持ち合う事」だと

思うようになりました。 

 

２、 発展途上国と先進国 

経済的に「先進国」と言われている国は、人間性では「発展途上国」 

経済的に「発展途上国」と言われている国は、人間性では「先進国」 

ではないかなと感じました。（あくまでも全部が全部、全員が全員そうではないで

す。） 

 

経済的に「発展途上国」と言われている国は、経済的に「先進国」と言われてい

る国と比べてみると、料理をするにもボタンひとつで火が付く訳ではなく、木を

割って薪を燃やしてやっと火がつきます。水にしても、蛇口を捻れば綺麗かつ透

明な水が出る訳ではなく、蛇口か出る水も綺麗ではなかったり、ため池や雨水を

使っています。また、欲しい時に欲しい物が買える訳ではないため、小さくても

汚れていても破れていても使えるまで使い、使い回せるものは使い回しています。 

そして職が簡単に手に入る訳でもなく、店を出しても簡単には儲かりません。む

ろん、機械等がどんどん発展している訳ではないため、自分でゼロからする事が

多いのが現状です。だからこそ、困ったら助け合い協力し合っています。そこに

は、「皆で作る生活」があり、それを間近で見る事が出来ました。 

逆に、経済的に「先進国」と言われている国は、機械がどんどん発展して様々な

ものが機械任せになりつつあり、自分でする事が少なく容易になっていっている
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のが現状です。だから、誰かに頼らなくても一人でやりきれる事がほとんどです。 

よって、上記の結論に至りました。 

 

３、 本当の「絆」「人間性」（２と関連） 

カンボジア取材当初は、環境や現状を始めとして様々な事に戸惑ったりしました。 

時にはそれが表情もしくは感情として現れる事もあった中、カンボジアで出会っ

た人達は、どんな状況でも「大丈夫？」「泣かないで」と常に寄り添って来てくれ

て本当に嬉しかったです。「自分」に縛られる事なく常に「家族」や「仲間」を想

う。それが「本当の人間」「本来の人間性」だと感じ、私自身もそんな人間になり

たいなと思いました。 

そして、そうやって助け合うからこそ生まれる「輪」はあると思います。その「輪」

は助け合うだけ頑丈になり、たとえ国を超えていくら離れていても「輪」が切れ

る事はなく、いつかまた再会させてくれる。「お互い頑張ろう！また会おう！約

束！」それこそが本当の「絆」だと思います。 

 
４、 KnK Family 

若者の家の子達と一緒に過ごせたのは数日だけだったにも関わらず、言語でコミ

ュニケーションが取れない分、ジェスチャーなどでコミュニケーションを取った

ため、普段とは違った方法で相手の事をより知る事が出来、お互いに関心を持ち

合う事が出来、充実した最高の時間を過ごす事が出来ました。だからこそ、友達

という枠を越え、姉妹兄弟が増えたと言っても過言ではないと思います。 

 

５、 写真の力 

写真は時に一瞬で写真の中の世界へ引き込む力を持っていると私は思います。 

実際にカンボジアから帰国後、家族に写真を見せると、「え…。これが現状…。」

と言って、私はまだ何も説明していないのにも関わらず、言葉を失っていました。 
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そして、写真を指しながら「え、これってなんでこうなっとん？」と聞いてきて

くれたり、「へー、そうなんじゃー。」と言ったりして、写真によってカンボジア

に関心を持ってもらう事が出来ました。 

また、その写真を撮った自分自身も写真を見ているとその時の事を思い出したり、

またその場にいるような感覚になれます。 

一瞬で写真の中へ引き込み「無関心」から「関心」に変えてくれる写真の力を改

めて強く身に染みるほど感じました。 

 

～最後に～ 

私は友情のレポーターとして、カンボジアへ行かせて頂く事が出来、とても貴重な体

験をさせて頂く事が出来ました。まずは、私がカンボジアへ行く事、今後の広報に理

解を示してくれた家族に感謝しています。 

また、カンボジアに行く前から、カンボジア滞在中も色々フィードバックして下さっ

たＫｎＫスタッフさん、安田さん、落合さん、ありがとうございます。これからもよ

ろしくお願いします。 

そして、滞在中一緒に過ごした、タンヴァちゃん、ワンダちゃん、ソンマリちゃん、

スメイ君、ラタ君、ソラ君らを始めとした若者の家の子達、職員さん、ストリートチ

ルドレンの子達、ラタナーちゃん、小学４年生の３人の女の子、ロウさんを始めとし

た若者の家の卒業生の方、その他取材協力をして下さった方々、本当にありがとうご

ざいました。 

１０日間充実したかけがえのない時間を過ごせた事を誇りに思い、広報に全力で努め

ます。 

 

最後まで読んで下さりありがとうございました。 

 

 

第 32 回 友情のレポーター（2018） 福田 朱里 
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第 32 回 友情のレポーター（2018）カンボジア取材レポート 

落合 愛友海（東京都／当時 16 歳） 

 

 

どうしてカンボジアに行こうと思ったの？ 

 

中 3 のときに無料学習支援を受け、ボランティアの先生方に感激したこと 

× 

世界への関心 

↓ 

ボランティアの先生方のように子どもたちの未来のために一生懸命になれる女性に

なりたい。発展途上国で教師になりたいという夢を持ちました。 

そのために高校生のいまのうちに、現地のことを知りたいと思い、カンボジアに行き

たいと思うようになりました。 

 

＜カンボジアの歴史＞ 

内戦の結果、ポル・ポト政権が実権を握った。 

「知識は人々の間に格差をもたらす」という考え方から、「国を指導する我々以外の

知識人は不要」という考えにいたり、全国で 200 万人、当時の全人口の 5 分の 1 を

大量虐殺した。 

 

医者や教師、眼鏡をかけている人や手のひらが柔らかい人（農家ではないと考えられ

るから）、外国語が話せる人やその家族が殺されてしまいました。 

参照 web サイト： 

 虐殺、拷問、内戦…カンボジアの闇の歴史 

ポルポト政権時代とは？ 

https://junkuwabara.com 

 

そんな悲しい過去から時間が経過し、カンボジアは経済的に急成長を遂げました。 

しかし、悲しい過去の爪痕が「貧困」「ストリートチルドレン」「貧富の差」等の形と

して今でも深く残っています。 

 

電線の多さにビックリしました。 

 

 

https://junkuwabara.com/


 

 

©国境なき子どもたち／第 32 回友情のレポーター（2018）【禁無断複製・転載】 

www.knk.or.jp 

■KnK が運営する「若者の家」に訪れました。 

そこで暮らす同世代の子たちとバレーをしたり、遠足に行ったり、自宅を訪問したり

… 

交流を通して友達になりました。 

そして、友として彼女達の過去と向き合いました。 

 

①バッタンバン州にある「若者の家」 

あと数年自立に向けての準備のために 

ストリーチルドレン、人身売買の被害にあった子どもたち、困難な状況下にいる 

青少年を対象に、安定した衣食住と適切な教育や職業訓練を提供する自立支援施設 

②交流を通して友達になる。友として聞く活動 

過去の体験、痛み。そして今、将来に向けて 

 

若者の家の皆と出会い、物乞いやストリートチルドレンなどの子どもたちを取り巻く

問題に対しての意識が大きく変化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高の笑顔をくれたワンダ 

ワンダといると自然と笑顔になれちゃ

う！！ 

 

おちゃめな 18 歳の女の子♪ 

初めて会った時、とてもフレンドリーに

笑いかけてくれた。 

ビューティーサロンで職業訓練をしてい

て、手先がとても器用！ 

何度も私の髪をアレンジしてくれたり、

マニキュアをぬってくれました。 

彼女の将来の夢は自分のサロンをオープ

ンすること！！ 

 

今まで… 

遠い国でおきている、ぼんやり

と輪郭がはっきりとしない、 

なんとなく悲しい出来事 

大切な友人たちが 

過去に向き合っていた 

重い事実。 
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～ワンダが若者の家にくるまで～ 

・11 さいのとき 

両親が離婚。おばさんに連れられて隣国タイへ行き、物乞いの仕事をしていた。 

1 ヶ月あたり 1,000 バーツ（約 2,700 円）ほど稼いでいたが、おばさんに取り上げ

られ自分は 20 バーツしかもらえなかった。 

4 ヶ月後のある日、不法入国がバレて警察につかまり、タイの施設に入れられ 1 年を

そこで過ごす。 

 

・13 さいのとき 

カンボジアのポイペトという町にある施設に移され 2 年ほど過ごした。ここのスタ

ッフはとても怖く暴力もあり、食べものも十分には出なかった。 

 

・14 さいのとき 

「若者の家」にきた。 

 

☆聞いてくれて、ありがとう☆ 

 

ワンダの過去をインタビューしたあ

と、あまりにも残酷な内容に「こんなに

辛いことを思い出させてしまってごめ

んなさい」と私が謝るとワンダは、「話

しているときは泣きたくなったけれ

ど、今は話せてスッキリしたわ、聞いて

くれてありがとう」と微笑みながら私

の涙をぬぐってくれました。 

そんな素敵な彼女のことを私は心から尊敬しています。 

 

“優しさ”という“強さ”を教えてくれたタンヴァ 

 

カンボジア滞在 4 日目、私たちはタンヴァの家に訪問しました。 

実はこの日の朝、私はあまり気が進みませんでした。 

何故かというと、前日のインタビューで、「家族には会いたいけれど、手に職をつけ成

長した姿で再会をしたい」と話してくれていたからです。 

タンヴァはビューティーサロンで職業訓練を受けている真っ最中。 

しかし、私たちのインタビューの都合で彼女の思い描いている家族との再会とは異な

るものになってしまうことに申し訳ない気持ちでいっぱいでした。 
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タンヴァの家につき、4 ヶ月ぶりにタン

ヴァは家族と再会しました。 

お母さんの口から発せられる彼女たち

の辛い過去の経験に胸が痛くなり、私が

涙を流すと、タンヴァが目を赤くしなが

ら手を差し伸べてくれて、握ってくれま

した。 

彼女はどんな辛い状況でも、周りのこと

を良くみていて、手を差しのべてくれる

素敵な女の子です。 

 

たくましく生きるスマイ 

 

バイク修理の職業訓練を受けている 17 歳の男の

子。 

 

休憩時間があると若者の家の掃除をするという優

しさをもっています。 

夢は自分のバイク修理店を持つこと！！ 

 

スマイの自宅に訪問したとき、電気・ガス・水道の

ない自給自足の生活の大変さを学びました。それ

と同時に彼らのたくましく生きる姿勢に胸が打た

れました。 
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■KnK が若者の家の敷地内で行っているもう 1 つの活動 

IGA（収入創出活動）の現場を見学しました。 

 

ショールームで商品を買うことができました。 

 

 

子どものお世話をしながら働ける！ 
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働いている女性たちが笑顔で、キラキラしていて感激を受けました。 

彼女たちの思いがつまった商品を大切に大切に使っていきます！ 

 

 

 

KnK がお昼に開くクラスに通う女の子 3 人組。 

スコールがやむまで一緒におしゃべりを楽しみました。 

 

 

清水さんのサプライズバースデイのために皆でメッセージ布を作成中。 

バレないかドキドキ。 
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ハッピーバースデイ 

 

 

若者の家の皆と過ごした時間は私の宝物です。 

バレーをしたり遠足に行ったりした楽しい時間も 

過去と向き合った辛い時間も一緒に過ごすことができました。 

 

カンボジアと日本、距離は遠いけれど、私たちは KnK を通じてつながっています。 

大学生になったらまた彼女たちに会いに行きます。 
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優しさとあたたかさをありがとう 

 

 

ストリートチルドレンの子たちとの出会い 

 

ホテルから夕食を食べるレス

トランまでの間にある市場で

物乞いをしている 4 人の子ど

もに出会いました。 

 

「チュモ  アイ？（名前は

何？）」 

「アユ ポマーン？（何歳な

の？） 

と話しかけ、おしゃべりをした

あと、折り紙で一緒に遊びまし

た。 

 

声をかけ、一緒に遊ぶことにより、 

“お金を受け取る人と与える人”ではなく、 
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“あなたと私”という関係を築くことができると安田さんは話してくれました。 

 

 

 

■この日私たちはバッタンバン州最大のゴミ集積所に行きました。 

 
鼻を覆いたくなるような強烈な匂い。 

足場のない道。 
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初めて見る光景に言葉が出ませんでした。 

そこには、性別・年齢を問わず、沢山の人がゴミの中から売れるもの、使えるものを

集めていました。 

 

ガラスの破片が落ちているような危ない場所に、小さな子どもたちもいました。 

 

 

毎日何回もトラックが傾き、とても危険です。 

 
到着したトラックから新しいゴミを得るために我先にと集まる人々。 
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私の人生を変えてくれたラタナーとの出会い 

 

ゴミ集積所の奥にある家がありました。 

そこで私たちはラタナーという 14 歳の女の子と出会いました。 

 

5 年前まで近くの NGO が運営する小学校に 3 年間通っていました。 

しかし、弟が産まれたことがきっかけで家計が不安定になり、ラタナーは学校ではな

く“働く”道を選びました。 

 

「学校も勉強も大好き。先生と

過ごした時間が大切だから、も

し叶うんだったら私も先生に

なりたい」と彼女は話してくれ

ました。 

 

そんなラタナーにとって、この

決断がどれだけ彼女を苦しめ

たのかを考えると胸が張り裂

けそうです。 

 

インタビュー中、ラタナーはオレンジ色のマニキュアをずっと握りしめていました。 

気になって聞いてみると、 

「ゴミの中から拾ってきたの。私はマニキュアが好きではないけど、お母さんは好き

だから、そのために拾ったのよ」と話してくれました。 

 

こんにも大変な環境の中でも、

日常に幸せを見つけることが

でき、そして家族思いなラタ

ナーを尊敬しています。 

 

さきほどまでゴミ山で働いて

いたラタナーの足元には数え

きれないハエが…。 
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若者の家卒業生 アンコールワットのガイド ロウさん 

 

 

ロウさんは、アンコールワットにあるシエムリアップに奥さんとお子さんと暮らして

います。 

 

卒業したての時期はとても大変だったそうです。 

現在はアンコールワットのガイドでドイツ語、タイ語、英語のガイドをしています。

卒業生の方々が家庭をもって幸せそうにしているのを見れて本当に嬉しかったです。 

 

 

「幸せ」ってなんだろう？ 

 

お金≠ 幸せ 

だということを、カンボジアで出会ってきた人々から学んだ。 

幸せのかたちや定義は人それぞれ。 

振り返ってみると、自分にとって幸せとはなにか考えたことはなかった。 

 

楽しい時間を一緒に過ごせる人は沢山いる。 

でも 

辛く苦しい時間を一緒に乗り越えてくれるような人はあまりいない。 

でも 

そんな人が 1 人でもいるということが、私にとって、一番幸せなことなのかなと思う

ようになりました。 
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困難な状況でも、一緒に乗り越えようとしてくれる人がいるから頑張っていけるとい

うことが分かりました。 

 

そして、その人への感謝の気持ちを忘れずに、大切にすること。 

そばにいてくれていることがあたりまえだと思わずに、これからも一緒に色々な時間

を過ごしていきたいです。 

 

「伝える」ということ 

 

日本に帰国してから、カンボジアで出会った素敵な人の話や、学んだこと、胸が張り

裂けるほどに悲しい現状を沢山の人と共有するために、「伝える」という活動に力を

いれてきました。 

 

言葉が持つ力は、私の想像以上に大きく重たいです。 

どの言葉を組み合わせれば私の思いを表現することができるのか。 

 

ときどき失敗もして、「もっと伝わりやすい伝え方があったはず」「これでは聞いてく

れた人たちが私と大きく異なる受け取り方をしてしまったはず」など様々な反省が浮

かんできます。 

カンボジアで沢山の事を教えてくれた大切な友人に申し訳ないと悩んだこともあり

ました。 

 

「伝える」という活動の大きさや、もたらす影響をしっかり胸に入れて、これからも

この活動に力を入れていきたいです。 

 

友情のレポーターとしてカンボジアに行き、沢山の素敵な方々と出会い、私の人生は

変化したと思っています。 

日本に帰国して約 1 ヶ月。 

1 日でもカンボジアに住む私の友人のことを考えなかった日はありません。 

このような貴重な機会を頂けたということに心から感謝しています。 

また、このような機会を頂けたからには、自分のできることを全力で頑張っていきま

す。 

 

また、私には新しい夢ができました。 

“「児童労働を世界から根絶し、子どもたちが夢や希望を持ってその夢の実現に向け

て努力することができる」世界を実現する” 
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これが私の新しい夢です。 

実現に向けて、これからも努力を続けていきます。 

 
共に成長するために 

 

第 32 回 友情のレポーター（2018） 落合 愛友海 

 

 

写真提供：安田菜津紀／KnK 


