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第 31 回 友情のレポーター（2017）フィリピン取材レポート 

栁田 峰雄（千葉県／当時 13 歳） 

 

国境なき子どもたちへの道 

 

 僕の夢を現実に変えてくれた母 

 「海外に行って色々なことを見たり聞いたり、経験してみたい」と思っていた僕

は、母に相談をした。すると、色々と調べてくれた。母が僕に提案したのは、『国

境なき子どもたち 友情のレポーター』の募集だった。 

 応募には、「ストリートチルドレン」についての考えを書かなくてはならなかっ

た。僕はストリートチルドレンのことは、テレビや映画で見たことはあったが、し

っかりと知らなかったので、インターネットや本で調べた。そこでとても驚いた。

今本当に僕が日本で暮らしているこの同じ時に、世界のどこかで僕と同じ年くらい

の子どもたちが、家もなく、路上で貧しく暮らしていることに。 

 そして「僕たち、子どもはどこで生まれてどこで育つか、わからなくても生きて

いかなければならない。僕の知らない世界を僕の目で実際に見てみたい。」と思い

応募し、選考で選ばれ、夏休みの 1 週間フィリピンに行ってきた。 

 今回行った「フィリピン」。インターネットで知ったどの情報よりも、何倍、何

十倍、何億倍も生々しく、見た景色は、頭から離れない。 

 

 

 行くまでの準備（みんなで遊ぶ） 

今回行ったフィリピンは、もちろんインタビューする子は、日本語を喋るのではな

く、フィリピン語（タガログ語）を話す。なので、言葉が通じない中でどのように一

緒に遊ぶか毎晩一緒にフィリピンに行った友情のレポーターの、山邊鈴さん（15 歳）

と電話（LINE）を通じて話し合いを行った。 

そこで出たアイディアは 

・食品サンプル ・スイカ割り ・バスケットボール  

・羽子板 ・折り紙 ・日本紹介、個人紹介 

 

⇒日本の最先端や昔からある伝統あるものなどの紹介をしたり、特技のマジックをし

たりした。 
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 1 日目 日本からフィリピンへ 

約 3 時間ほどで、フィリピンに到着 

 初めの印象： 

「とてものんびりした国だな」と思った。 

 理由： 

・日本と比べて歩くペースがゆっくり 

・空港のスタッフなどがパンなどを食べながら仕事をしている 

 僕はのんびり屋なので自分のためにあったのでは？？と思うほどだった。 

 気が付いたこと： 

・タトゥーを入れている人が多い 

・街並みはちょっと古びた感じ 

・バイクが多い 

・日本車が多い 

・看板が多い 

・車道が何列もあってみんなジグザグ運転をしている 

 

 セブンイレブンで男の子 3 人組に会う 

 ホテルから 300m くらいにある「セブンイレブン」に、水を買いに行った。 

 そこには、3 人の子どもが柱の陰に隠れていた。3 人とも服はボロボロで、

栄養が足りていないようだった。初めて、日本とフィリピンの違いを、目の当

たりにして驚いた。 

 

 とても笑顔が良い子たちだった。 

 ホテルに帰った後、「僕はベットで寝ているがあの子たちはベットでは寝ら

れない」ことを考えるとなかなか寝られなかった。 
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2 日目 鑑別所、ドロップインセンター、路上を取材 

 鑑別所訪問 

鑑別所とは？ 

法を犯した、15 歳から 18 歳までの未成年が更生プログラムを行う場所。しか

し、法律には鑑別所とは書いていなくて「希望の家」という、もっと環境の良い

施設とあります。しかし実際には希望の家を作る予算がなく、鑑別所というひど

い環境の施設に収容されている。 

 

入った瞬間、汗をかいた洋服が、クローゼットにぎっしり入っていてそれを開け

た感じのムッとする嫌なにおいがした。その匂いから、衛生面的にあまり管理さ

れていないことをさした。とても狭い所にたくさんの人が入っていた。 

 

みんな始めは、僕たちのこ

とを「誰や、こいつは？」

みたいな鋭い厳しい眼つ

きでみてきた。でも僕は緊

張を押し切って笑顔であ

いさつをした。するとみん

なの強張った顔はすぐ笑

顔になった。そして安心し

た。みんな積極的にしゃべ

りかけてくれて、一緒に遊

んだ。 

この子たちが、悪いことを

犯して鑑別所に入れられ

たとは思えないほど、みんな元気だった。 

 

 取材 Ｇ君（13 歳） 

 

初めての取材、しかも、初めて見る鑑別

所の実体で緊張してしまい、あまり質問

ができなかった。 
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 ドロップインセンター訪問 

ドロップインセンターとは？ 

親から虐待を受けたりした子どもが一時的に保護される施設 

 

僕は、取材のときに、相手に質問をするたいへんさを知った。 

なぜなら、みんなが僕の当たり前とおなじではないから。僕にとっての当たり前

の質問をすると相手が傷ついてしまうからだ。 

例えば、母親から、愛情を注がれて生きる。これは世界共通だと思っていた。し

かし、そうではなかった。 

 

日本の文化を紹介している所 
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  マジックをしている所 

 

 路上でストリートチルドレンを取材 

 とてもにぎわっている大通りから一角曲がったそこはストリートチルドレン

がたくさんいて、みんなで暮らしていた。そこの中に入って取材をするのにはと

ても勇気がいた。初めの印象は、何か独特の臭いがするなという感じだった。気

になってスタッフに何の臭いだか聞いてみたところ、シンナーの臭いだと分か

った。そして子どもたちのと

ころを見てみたところ、ビニ

ール袋をみんな隠していた。

そのビニール袋の中には接着

剤のようなものをしみこませ

た布が入っていた。 

 

 ある子はキティちゃんの可

愛らしい袋で吸っていて、そ

れを見たら胸の奥が、ムズム

ズするような感覚になりまし

た。 

 

 このようなシンナーを吸わなくては、空腹が消えない。そのような現状を子ど
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もたちは背負っているのにどの子たちも笑顔が絶えず、とてもやさしい子ども

たちなのに、なぜ貧困でなくてはならないのでしょうか。 

 

 

 家族への愛 

 そして、子どもたちに取材をした。僕は、お金がないから路上で暮らして

いるのかなと思ったが、ジョパイちゃん（たぶん 8 歳）はお父さんが亡くな

ってしまい、その寂しさを紛らわすために路上に来たと言っていてとてもビ

ックリした。 

 

僕たちに、路上で暮らそうという選択肢はありますか？ 

僕にはその選択肢はない。そのような選択肢が生まれてしまう現状を知って

もらいたい。 

 

ジョパイちゃんは、「もしお父さんに会えたら何をしたいですか」という質問

に「ぎゅっと抱きしめたい。」と答え、「家族とは？」の質問に、「宝物」と答

えた。 

僕はその答えから路上で暮らしていて家族に会えなくても、一番大切なのは

家族だということに「家族への愛」を感じた。 
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 取材で印象に残った人 アダムちゃん（12 歳） 

 その子は「性同一性障害」といって身体は

男の子なのに中身は女の子だった。同じレ

ポーターの鈴さんが、その子と仲良くなり

絵を描いてもらっていた。 

 

 その絵は、地球と人間と色々な建物が書

いてありました。その絵はとても色合いが

良くきれいな絵だと思った。 

 そのような子もストリートチルドレンと

して路上で暮らさないといけない。その絵と笑顔から、彼女の現実は分から

なかった。 

 
 

 若者の家 

若者の家って何？ 

国境なき子どもたちの運営する「若者の家」とは、色々な事情で家族と暮らせな

くなった身寄りのない子どもたちが暮らす。それこそ家のようなところ 

 

 僕が入った時の気持ち 

 みんなとても明るく素敵な笑顔で迎えてくれて、元々は路上で暮らしてい

た子どもだとは思えなかった。言葉が通じなくても、考えてきた遊びや、ジ

ェスチャーなどで会話をした。 

 そして、音楽が流れた瞬間みんなダンスを始め、「峰雄も踊りなよ！！」と
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誘ってくれて、みんなで踊った。言葉が通じないとか、国籍が違うとか、何の

壁もなく、みんなで本当に楽しかった。 

  

 取材で印象に残った人 ミコ君（12 歳） 

 父親がお酒を飲んで、母親が怒ってばかりで仲が悪く、家にいるのが嫌に

なり、8 歳から路上生活を始めた。9 歳の時に若者の家に保護され、今、ミ

コ君は「お父さんとお母さんが仲直りしたとしても、僕はこの家で暮らした

い。僕は家族の愛よりここでの友達との愛が大事だ。」と話していた。 

 僕にとって「家族」というものは絶対に愛情をくれる人だと思っていたし、

今まで出会った子どもたちも「家族が大事」ということを言っていたので、

少し戸惑ってしまった。人によって愛情を作る人は違うのかもしれない。 

 ミコ君は元気溢れる笑顔で誰とでも友達になれる、とても素敵な人だった。 

 

 ワークショップ 安田さんと写真遊び 

 オリンパスさんから貸して頂いたデジカメを使ってみんなで写真で遊んだ。

スタッフの頭を使って遊んだり、みんなの知恵を使って写真を撮った。そし

てグランプリも決めた。 

 1 位に輝いたのは、スタッフの頭とフルーツを使った遠近法写真だった。 
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4 日目 プール・ピクニック 

 僕はプールに向かうバスで気持ち悪くなってバスから降りてすぐに吐い

た。そして体温を計ってみたところ 38.2 度だったので、休憩をすることに

した。しかし体温は一向に下がらずその日のプールは休むことになってしま

った。自分の無力感で嫌になった。行動をしようとすると頭がクラクラして

まさにグルグルバットをしたような感じだった。 

 この時に、スタッフから「病院に入院するのでは？」と思われていた。だ

からスタッフの清水さんは僕に「入院することになったらせっかく国境なき

子どもたちに受かったのに何もできない自分が嫌になることがあると思う

よ。でも今までもそのようなレポはいて、ある子は病院でのその国の現状に

ついて調べていたよ。病院でもこの国「フィリピン」の取材はできるんだ

よ」と教えてくれた。僕は気持ちが軽くなったような気がした。 

 

 5 日目 ゴミ山見学、チルドレンセンター、家庭訪問→しかし入院 

 体温が 39.2 度に上がってしまったため、スタッフと一緒に病院へ向かった。生

まれて初めて体温計でそんな高い熱が測定されているのを見て、驚いた。しかし、

保険のお陰で、とても大きく清潔でまるで高級ホテルのような良い病院で診察して

もらうことが出来た。 

 病院の中は人で溢れかえっていて、入院できるまで 4 時間かかった。人数が多

すぎて「全ての人が診察を受けられるか？」と心配になってしまった。 

 生まれて初めての入院。両手の甲から血液を取り左手には点滴を入れた。「海外
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の針は太くて痛いよ」と日本で聞いていたので、とても怖かったがあまり痛くなく

てホッとした。鏡越しに点滴につながれている自分の姿を見た時に思ったことは、

「まるで映画の世界みたいな感じだな」。とても不思議な感じ。フィリピンでこん

な風になるなんて思ってもなかった。病院のご飯は思いのほか、美味しかった。 

 そして薬は僕が飲みやすいように注射器にジュースと一緒に入れてあった。味は

日本と同じく苦かったが、薬を飲みやすくしていれてくれて薬嫌いの僕にとっては

とても助かった。 

 病院は個室で、トイレもありましたが、点滴つけてのトイレはとても不便だった。

いちいち点滴のコンセントを抜いて、点滴を引きずってトイレまで持って行き、お

小水は、どれくらいしたかを調べるためにメモリ付きのボトルに入れ、トイレから

出たら何 cc 出したかを書く。そのような作業がありました。 

 入院生活に不安を少し感じていましたが、清水さんの言葉を思い出して、あまり

落ち込まないように出来た。清水さんのおかげで、病院に行っても今回のフィリピ

ンの旅は終わりではないと思うことが出来た。 

 お医者さんや看護師さんはとても自由な感じで、空港のときの警備員を思い出し

た。みんな気軽に話しかけてくれるので、本当にフィリピンは自由な国だなと思っ

た。 

 楽しかったことは、病室にテレビ

がありディズニーチャンネルをやっ

ていて、フランスにいたころずっと

見ていたチャンネルだったから、覚

えていて懐かしかった。ポケモンが

やっていた。でも英語… 

 夜には、「鈴さんは元気にしている

かな？」「フィリピンに来て最初に出

会った 3 人はどうしているんだろ

う？」「ストリートチルドレンなど

が、病気になったらどうするんだろ

う」などと考えた。 

 

 とても大きな病院で、すべてをまわることはできなかった。ご飯はお弁当みたい

な感じだった。フィリピン料理などがよくでた。おいしかった！ 

 

 6 日目 バランシーランにてチルドレンセンター訪問→入院生活 2 日目 

 検査の結果、僕が何の病気だったのか分かった。僕はインフルエンザにかかって

いたのだ。 

 そのことをスタッフが母に携帯電話で伝えていたところ僕に携帯が回ってきて
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久しぶりに母と話をした。せっかく、準備をしてみなさんにお世話になって頑張ろ

うと思ってフィリピンに来たのにこんな風にインフルエンザになって、入院してい

る無力な自分を嫌に思っている僕に、「大丈夫？ちゃんとご飯食べてる？」などの

心配をしてくれた。僕はこんなにも自分のことを心配してくれる人がいるんだとい

う思いで、涙を流してしまった。 

 人生で生まれて始めての嬉し泣きだった。心配されている嬉しさで胸がいっぱい

になった。こんなにも母からの愛情を注がれているんだと心から実感した。人と人

は、つながることによって嬉しくなり、生きていける、と思った。 

 

ストリートチルドレン体験予定→入院 3 日目 

 若者の家から、現地のスタッフの

人達が仲良くなったみんなが書いた

励ましのお手紙とサルのぬいぐるみ

を持ってきてくれた。 

「Get well soon Neo!（早く元気に

なってね 峰雄！）」と書いてあっ

て、「僕のことをみんな覚えてくれて

心配してくれているんだぁ。」と胸が

あったかくなった。みんな本当に優

しいなぁ。 

 

 鈴さんがお見舞いに来てくれる 

3 日ぶりに会った鈴さんは焼けていた。しかも少し大人っぽくなっていた。僕

といなかった間に、色々なところに行って色々な人に会ったからかもしれない。 

 

 元ストリートチルドレンのジュンジュンさん取材 

 夜に、国境なき子どもたちのスタッフで元ストリートチルドレンで、ギャン

グのメンバーだったジュンジュンさんに取材をした。 

 僕の病室まで来てくれたので、僕はベットに寝たまま取材をした。 

 

 まずジュンジュンさんは家族の出来事によって路上で生活しなければなら

なくなった。ジュンジュンさんの家族は、みんな闇の組織で働いていて、お父

さんもその一人だった。しかし、何かが原因で誰かに 28 発撃たれて死んでし

まった。 



 
 

©国境なき子どもたち／第 31 回友情のレポーター（2017）【禁無断複製・転載】 

www.knk.or.jp 

 ジュンジュンさんのお母さんは、お父さんが死んでから義理の父と付き合い、

この人が子どもに対して暴力を激しくふるったそう。暴力をふるわれたジュン

ジュンさんは「お父さんが負け

たのだったら僕が強くなる！」

と湧き上がるとても強い怒り

から路上で暮らそうと思った

らしい。しかしそのような家族

でもジュンジュンさんは大好

きだったそうだ。 

 生きていくには、ご飯が必要

になる。ジュンジュンさんは、

ギャングに入り集団で生活し

ていた。主にギャングとしての

活動は盗みだったそう。ジプニー（日本でいうバス）で客をナイフで脅しお金

を取っていたらしい。僕が「怖くなかったか？」聞くとジュンジュンさんは、

「憎しみが一杯で怖くなかった。」と言っていた。 

 ジュンジュンさんが国境なき子どもたちに保護されたのは 18 歳の頃で、ア

グネスというスタッフに路上で会ったのがきっかけ。アグネスさんに会うのは、

2 回目で 1 回目は鑑別所で会った。その時アグネスさんは、「子どもを死刑に

してもいいという法律が出来てしまう」のでデモを起こす為に子どもたちに話

を聞いて回っていたそう。 

 

なぜ子どもも死刑にするのか？ 

悪いことをするのはお金持ち→人身売買の子どもを買って盗ませる→逮捕され

ても死刑にはならないから→それに気づいて年齢の幼い子どもも死刑になった 

 

 そんな法律があるフィリピンに僕はとても驚き、ショックを受けた。 

 ジュンジュンさんは「自分の過去に後悔していないか？」という質問に「後

悔していない。なぜなら路上生活をしていなかったら、国境なき子どもたちの

スタッフのアグネスに出会えなかったし、今の自分もないからだ。」と答えて

いた。 

 一つ一つの出会いが人生を変えてくれる。しかしそれが悪い方向に転がって

しまう時もある。それでも、悪いことをそのままにするのでは無く、輝く未来

への光を見分けてチャンスを自分のものにすることが大切なのかなと思った。 

 「路上での生活を思い出して辛いことは？」という質問には「特別ではない。

普通のことだ。」と答えていた。そして「日本の子どもたちにひとこと」を聞く

と、「ストリートチルドレンに必要なのは「愛情」ってことに気がついて。」と
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言っていた。今、子どもたちに必要なのはお金ではなく「家族のような関係の

人から愛情をもらうということ」だそう。家族からの愛情は、僕にとっては普

通のことなのにそれがここでは欠けていることに愕然とした。そして「ストリ

ートチルドレンは悪いと決めつけるけど、同じ子どもだよ。」と言っていた。 

 「同じこども」僕もそして出会った子どもたちみんな同じ「子ども」だ。普

通に子どもとして暮らすために守られるべき権利、それが通らない。それがフ

ィリピンにはいまだあるということ。世界中どんな国の子どもも、子どもとし

て子どもらしく暮らせる権利は守られなくてはならない。そのことをジュンジ

ュンさんは言いたかったのかもしれない。 

 ジュンジュンさんの夢は「ストリートチルドレンを０にすること」。でも実

際には抱えている問題が多すぎるし、時間的にもなかなか難しいようだ。でも

20 人ストリートチルドレンがいたら 5 人を前向きにする。それを６、７、８

人と増やしていく活動を続けていく。それがこの現実を変えていくためにでき

ることだ。 

 僕も一人一人が働きかけをすることで世界は少しずつだけでも変わってい

くと思った。 

 

 

 8/17 帰国予定→退院 

 すっかり元気になって退院することが出来た。久しぶりの外！とは言っても、明

日には帰国… お土産を買いがてら、ショッピングモールへ行った。 

 

物価がとても安い！コーラ 500ml

が 75 円しないくらい。陳列されて

いるモノの多さ！ 

 ポテトチップスもずらーっと並ん

でいた。テレビで見るアメリカのス

ーパーみたいな感じだった。しかも

ノリの良い音楽が大音量で流れてい

た。 

 フィリピンは、お金持ちが多い国

の一方、その陰にはストリートチル

ドレンとして貧しく暮らしている子どもがいる。その格差は大きかった。 
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 若者の家を再訪問 

 体調も良くなったし、みんなで楽しめるのもこれが最後なので「さよならバ

スケ」をした。予め「バスケットゴールはあるけど、ボールはないんだ」と聞

いていたので、僕は僕の使っていたボールをプレゼントした。 

 
地面はぼこぼこしていて、そこを裸足で、バスケをした。みんなとてもうまく、

僕は足元にも及ばなかった。 

 
みんな次々とシュートをしていた。バスケの楽しさは世界共通だった。 

 

 取材 Ｇ君（13 歳） 

 前に鑑別所で出会った子だった。前に僕達が取材をした時に、何もしていな

いのに鑑別所に入ってたことが分かって若者の家に保護されたらしい。 

 Ｇ君は「鑑別所はトイレも汚いし、とても嫌いだった。」と話し、「一生ここ

で暮らしたい」ととても素敵な笑顔で言っていた。鑑別所の中でも「若者の家」

は有名でみんな行きたがっていたらしい。 
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 帰国 

 本当は、17 日帰国予定だったが、体調の関係もあって 1 日遅れての帰国。あ

っという間の 1 週間＋1 日だった。 

 病気になって、出来なかったことも沢山あったのではないかと思って後悔する

気持ちが少しあった。でも「またここに来て、リベンジをしたい！」そんな気持

ちでフィリピンから帰国した。  

 

 

 帰国後の気持ち 

 帰国してから母とお土産の話をしている時、母が「現地の人達は、フィリピンの

近代的な発展のビルの陰にいる貧しい人たちをどう思っているの？だって、そうい

うショッピングセンターには、そういう子どもたちはいないんでしょう？見て見ぬ

ふり？仕方ない感じ？」という質問に僕はなにも言えなかった。大人たちは、物乞

いをしている子どもたちをまるでゴミを見るような目で見て、手で追っ払っていた。

それがこの国の当たり前だと思っていた。僕は「何でそうなのか？」ということの

答えまでは結局分からないままでいる。 

 

 

 マナトレーディング 齋藤社長とお話して 

 齋藤社長とお話した後、色々なことを考えた。 

 どうして日本は昔、フィリピンと同じように貧しい状況だったのに、なぜ日本だ

けこのように先進国になったのか。今考えてみると、詳しいことは分からないけど、

色々なことが関わり合ってフィリピンのようになってしまったり、日本のようにな

ったりするのかなと思う。これからは、世界だけではなく今いる日本についても、

しっかり目を向け、色々な疑問を持って行きたい。 

 僕は、フィリピンに行くまでは、人種について貧困などの記事は自分から読むこ

とは少なかった。しかし、フィリピンから帰ってきてから、日本で起きている人種

差別や児童虐待などの身の回りの問題が気になるようになった。新聞記事や映画、

本でもそういう話題に目を向けるようになり、考えるようになった。世界の明るい

部分だけではなく暗い部分も、自分も含めて知ろうとするべきだと思う。 

 

 

 まとめ 

 今回の友情のレポーターフィリピン取材の 3 分の２が病院生活になってしまっ

た。全く思っていなかった海外での病院生活という特殊な体験もできたが、色々と

準備して様々な子どもたちと出会って色々な話をしようと思っていただけに、すべ
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てのスケジュールをこなすことができず非常に残念だった。 

 「僕たち子どもは、どこで生まれて、どこに育つか、わからなくても生きていか

なければいけない。本やテレビや映画で見るよりもっと広い世界がある。僕と同じ

年齢の子どもが僕と全く違う暮らしをしている。それを実際に自分の目で見てみた

い。」そう思ってやって来たフィリピン。実際目をそらしたくなるような子どもた

ちの現実は、見たところでなにもできないもどかしい僕という現実を目の当たりに

しただけだった気もする。そして来てみたけれども、僕にはわからないことがたく

さんありすぎた。しかし、「若者の家」の仲間たちを通じて、フィリピンはもう遠

い海外ではなく「僕のかけがえのない友達がいる国。これから一生かかわる友達の

いる国」になった。 

 今回の友情のレポーターとしてインタビューした中で、一番印象に残ったのは、

ジュンジュンさんが「ストリートチルドレンは悪いと決めつけるけど、同じ子ども

だよ」と言ったことだ。「同じ子ども」。僕も、そして出会った子どもたちみんな同

じ「子ども」。「子どもが子どもらしく暮らせて、遊べる勉強できる、そして愛情を

うける」。世界中の子どもたちみんなが持っている権利だ。そんな暮らしのできる

環境が、子どもたちみんなが持っている権利だ。そんな暮らしのできる環境が子ど

もたちには必要なんだ。ジュンジュンさんの夢は「ストリートチルドレンを０にす

ること」不可能な問題でも小さくても活動を続けていくことによって現状を変えて

いく。僕もたいしたことはできないけれど、フィリピンを通じて感じたことや思う

ことを、様々な場所で少しずつでも伝えていきたいと思う。僕の小さな働きかけが、

1 人 1 人に伝わることで世界が少しずつだけでも変わっていけばよいと思った。 

 

 これから先、もっともっと世界中に僕の仲間ができていくことを考えると、「世

界に早く飛んで行きたいな」と心がわくわくする。 

 中学 1 年生のという幼い僕に、このような貴重な体験をくれた「国境なき子ど

もたち」にとても感謝している。そしてこの旅の経験は、僕の一生を支えて影響を

与え続けてくれる素晴らしい宝物だと思っている。 

 

 

第 31 回 友情のレポーター（2017） 栁田 峰雄 
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第 31 回 友情のレポーター（2017）フィリピン取材レポート 

山邊 鈴（長崎県／当時 15 歳） 

 

 

 きっかけ 

私の夢は、国連職員になることでした。 

きっかけは、小学 3 年生の頃に配られた UNICEF からの募金募集のプリントで

した。 

「100 円の募金で、貧しい国の子どもたち 10 人が予防接種を受けられます」 

「150 円の募金で、貧しい国の子どもたちが 100 錠のお薬を受け取れます」 

私の嫌いな注射やお薬を欲している子が同じ地球上にいるなんて！そのことにシ

ョックを受け、そんな子どもたちを救いたいと思うようになりました。 

 

そして中学 2 年の夏、ついにスイス、国連欧州本部を訪れる機会に恵まれたので

す。綺麗な美術品、荘厳な建物、ビルの中を颯爽と歩く職員のみなさん。全てが

輝いて見え、私はますます国連に憧れを抱くようになりました。 

 

しかし。ある日手に取った 1 冊の本により、私の思いは揺れました。 

「なんにもないけどやってみたプラ子のアフリカボランティア日記」 

元渋谷 109 のギャル店員だった作者の栗山さやかさんが親友の死をきっかけに

アフリカで医療ボランティアに挑戦し、自分に欠けていたものは何かを見つけだ

すお話です。その本には、施設の様子も描写されていました。「体の奇形、喪失、

腐りかけた肌、悪臭、その子の頭より大きな腫瘍、たくさんの遺体、汚物だらけ

の体、一日中吐いてしまっている子…」私は言葉を失いました。私、そんなの怖

くて耐えられない。絶対にさやかさんみたいに優しくお世話なんてできない。 

 

そこで気づいたのです。「困った人に寄り添いたいの？それとも、『国連』という

かっこいい場所で働く自分になりたいの？国連で何がしたいの？私がやりたいこ

と、すべきことってなに？」そう問われて、うまく答えられない自分がいること

に。 

 

それからというもの、実際に支えが必要な人々のところへ行きたい、世界の現状

を見てみたいと強く思うようになりました。私にとって友情のレポーターの活動

は、もやもやした気持ちを整理し、自分の未来を考えるチャンスだったのです。

こんな自分本位なきっかけで、このフィリピンという国に赴くことになりました。 
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 出国前 

① 学校のみんなに行ったアンケート 

Q：フィリピンと聞いて思い浮かぶものは？ 

Ａ：1 位バナナ、2 位暑い、3 位ドゥテルテ大統領 

※やっぱり、バナナが一番多い！！なんと 67 票。ドゥテルテ大統領という回

答の多さには驚き。でも、実際尋ねてみると彼の大胆な発言にばかり注目が集

まっており、彼によって国がどう変わったかを知っている人はいませんでした。

「貧富の差が大きい」は 2 票。芸能人がセブ島などを訪れるのも多くなってい

るため「リゾート地」という印象のほうが強いです。「特になし」「わからない」

も多数。個人による知識の差が目立ちます。 

 

Ｑ：フィリピンの子どもたちへのメッセージを届けるとすれば？？ 

Ａ：一番多かった意見…「苦難に負けず、頑張ってください」「非行に手を染め

てはいけませんよ」「環境は違うけれど、みんな同じだから、諦めないで」「fight!」

「夢を叶えましょう！」 

意外に多かった意見…「少しでも力になれたら嬉しいです。でも私はまだ自分に

できることが何かわかりません」「メッセージを送れるほどの知識がありません。

ごめんなさい」 

※みんなに知識がほぼない状態で、このような質問をしてしまった私が悪いで

す…。子どもたちがどんな状況にあるかおぼろげにしかわからないと、「頑張

れ」しか言えないですよね。でも、「夢を叶えてねっ！」というメッセージの裏

には「私には関係ない」という気持ちが隠れているような気がして、なんだか

悲しくなりました。 

みんながもう少し、「同じ子どもが苦しい状況に置かれている」と、子どもたち

のことを身近に思っていれば、このような書き方はできないはず。だって、隣

にいる友達が苦しくて泣いていたら、軽々しく「fight!」なんて言えないでしょ

う？私はそこで決心しました。「ストリートチルドレンの現状を、まずは身近

に思ってもらいたい」 

 

② 私のきもち 

実は、飛行機に乗り込むまでほとんど実感がわきませんでした。前日まで部活で

普通に友達と笑い合って、家族とごはんを食べて、夏休みの宿題をして。私が生

きている世界が、これから向かう国の現状とはかけ離れていたからです。ストリ

ートチルドレンについてたくさん調べましたが、どこにも接し方なんて載ってい

ません。最初の自信とエネルギーが、不安と疑問に変わっていました。 
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1. 出会い 

いざ、到着したフィリピン。最初の感想は「なんて自由な国なんだろう！」でし

た。警官はパンを頬張りながらおしゃべりをしていますし、パスポートをチェッ

クする女性は YouTube を見ながらお菓子を食べています。しかし、「無気力」

ではないのです。彼らのまわりには、いつも明るい笑顔がありました。けれども、

その先にはやはり貧しさが待ち受けていたのです。 

 

バスでホテルまで移動するとき、私は 1 人そわそわしていました。 

「ストリートチルドレンはいない、よね…？」 

妙に身構えてしまっていたのです。今まで本やインターネットで見てきた子ども

たちが、実際に目の前に現れるかもしれない。そう思うと、なんだか落ち着きま

せんでした。 

そして、高速道路のど真ん中。コーンが固まって置いてある中に、3 人の女の子

がいるのを見つけました。クラクションがひっきりなしに鳴り、車がビュンビュ

ン走る中、薄汚れた小さな 3 人はひっそりと身を寄せ合っていました。その横に

は、ガラス張りの高層ビルが広がっていました。誰も、彼女たちのことに気づい

ていませんでした。 

 

その夜、レストランからの帰り道。もう遅い時間になっていて、疲れたから早く

眠りたいと思っていたそのときです。車の外には、車に近寄り物を売っている男

の子が見えました。こんなに夜遅いのに、こんなに小さいのに、生きる為、必死

で働いている。それなのに、私、さっきなんて思ってた？？一気に眠気は吹き飛

びました。 

 

その後、コンビニへ行ったときもストリートチルドレンに出会いました。彼らを

尻目に店内に入りながら私は心の中で何度も「ごめんね、ごめんね」と言いまし

た。すると、なんと彼らはガラスの

壁に張り付いて、手を振ってきた

のです。その表情は、キラキラと眩

しいくらい輝いた、今までに見た

中で 1 番純粋で綺麗な笑顔でし

た。私がおずおずと振り返すと、も

っと嬉しそうに振り返してきまし

た。店内でお菓子や水を選ぶはず

でしたが、その場所から一歩も動

くことができませんでした。痩せ

た体と破れた服の悲惨さと、その
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笑顔の明るさがアンバランスすぎて、胸がきゅーっと締め付けられてなんだか泣

きそうでした。そこで、菜津紀さんとその子たちに話しかけてみたのです。 

 

「お名前は？」「どこに住んでいるの？」尋ねたのは簡単な質問ばかりでしたが、

その子たちは嬉しそうに答えてくれました。 

 

初日は子どもたちの現状を初めて目の当たりにし、ただショックを受け続けた 1

日でした。こんなんでこれからやっていけるのでしょうか…？ 

 

2. 鑑別所 今日から親友！ 

まず向かったのは、青少年鑑別所でした。今から出会うのは、罪を犯してしまっ

た子どもたち。きっと心は傷ついて、暗い目つきをしていて、暴力的に違いあり

ません。そんな子どもたちを前にして、私に何ができるだろう。相手は日本から

来た私たちをみて、どう思うだろう。そう考えると、少し足取りは重くなってし

まいます。 

 

 

また、前日の夜の清水さんとのやり取りも心に引っかかっていました。 

「自己紹介のとき、家族のない子にだけ家族の紹介を省くのは、差別じゃない？」 

子どもたちと、どう向き合っていくか。それも大きな課題でした。 

 

しかし。部屋に入ると、鉄格子の中から身を乗り出している子どもたちの笑顔が

見えました。69 人の子どもが収容されているという部屋はあまりに窮屈で不衛
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生でとても住める状態ではありません。しかし、彼らが「笑顔になる自由」は奪

われていないと知り、少しほっとしました。檻の中で行われるアクティビティを

見ても、楽しそうに喜びを表すダンスをするその表情は、日本の中学生となんら

変わりありません。むしろ、職員の呼びかけに元気に声を揃えて答えたりと、こ

この子どもたちのほうが純粋だと思えるほどです。鉄格子の向こうから「名前何

ていうの？」「綺麗な名前だねぇ！」と楽しそうに私の名前を呼び続けてくれる子

もいました。このような、みんなの子どもらしい面を見れば見るほど、彼らは本

当に犯罪者なのかと疑問が湧きました。「僕たち、今日から親友だよね！！」最後

にそう言ってくれた男の子の笑顔を、私は忘れることができません。「うん！」と

答えはしましたが、何だか胸が苦しくなってしまいました。もしこの子たちと、

日本の学校で出会っていたら。これからもずっと仲良くできたでしょう。しかし、

やっぱり彼と私の間には鉄格子より厚い、大きな壁があるのです。同じ子どもな

のに。 

 

お菓子をみんなに配ったとき、俯きながら近寄ってきて、さっと受け取る子もい

ました。それを見て、私は「路上で 1 人で生きてきたり、恵まれない家庭で育っ

た子は、人に『ありがとう』という機会も少ないのかなぁ」と思いました。この

子たちの人生が、誰かに感謝し、感謝されるものとなりますように。そう願いな

がら、お菓子を渡すことしかできませんでした。 

 

3. 鑑別所 初めてのインタビュー 

「どっちからインタビューする？」そう聞かれて、私はとっさに「ネオ君からで

いいよ！」と答えてしまいました。まだ相手を傷つけてしまうことに対する恐怖

が抜け切れていなかったのかもしれません。 

 

そうして、ネオ君は上手くやってのけ、私の

番が来ました。インタビューする相手の女の

子が来たとき、私は少し動揺してしまいまし

た。13 歳だという女の子の目は、子どもの

目ではなかったからです。何だか暗いものを

背負っている感じがしました。鑑別所の状況

などについていくつか質問したあと、「なぜ収

容されてしまったの？」と尋ねました。する

と、彼女の顔にあった張りつめたものが一気

にはじけて、彼女は顔を曲げて大粒の涙を流して泣きはじめました。彼女の脳内

に、辛くて、怖くて、悲しくて、大きい何かが蘇ってきたようでした。そして、

首を振りました。慌てて質問を変えましたが、その涙は止まることがありません
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でした。その後、何を質問したのかはあまり覚えていません。彼女の顔には、思

い出すだけで心がはちきれるような、辛い過去があったんだ。私の言葉が、その

深い傷をえぐってしまったんだ。その現実が頭の中をぐるぐる回り、何も考えら

れませんでした。 

 

あとから聞いた話によると、この小さな女の子は性犯罪の被害に巻き込まれ、地

域社会から隔離するためにここに収容されたとのことでした。彼女は被害者だっ

たのです。魂の殺人と言われている性犯罪。身も心もぼろぼろになって、さらに

あの窮屈な鑑別所にいれられていたなんて、本当に悲しかっただろうと思います。

しかも、スタッフは彼女が収容されている理由を把握できておらず、このインタ

ビューをきっかけにして彼女を含めた 6 人の無実の子たちが適切な施設にいく

ことになりました。この話は、めでたしめでたしでは終わりません。この子たち

の後の人生に、鑑別所での暗い記憶はいつまでも残り続けるからです。 

 

70 人の子どもたちに対し、ソーシャルワーカーはたったの 1 人。子どもたちが

けんかをしたときなど、女性 1 人で止めるのはとても大変だといいます。また、

人手不足の問題は、子どもたちを苦しめる原因にもなっています。これ以上、手

違いで辛い環境に置かれる子どもたちが出ないように。子どもたちが、子どもら

しく生きられるように。もっと変えるべきところがあるのではないかと思いまし

た。 

 

4. ドロップインセンター 上って、降りて。 

次に向かったのは、ドロップインセンターです。ドロップインセンターとは、色々

な事情で家族と暮らせなくなった子どもたちが、家や家事、家族について学んで

いる施設です。男の子は全員丸刈り、みんな大人しくいすに座っており、礼儀作

法についても教わっているのかなぁと思いました。 

 

ここでは、初めての自己紹介、日本紹介を行いました。フィリピンに雪はないの

で、札幌雪まつりの雪でできた城の写真を見せると、歓声があがりました。また、

私は特技としてトランペットでフィリピンの有名な曲をいくつか演奏しました。

童謡を吹いた際、最初は緊張していた子どもたちが一緒に歌ってくれて本当に嬉

しかったです！！ 

 

ここでは、友達がビルに侵入し、何もしていない自分までもが逮捕されてしまっ

た、という男の子にインタビューしました。警察から解放されはしたものの、家

族が迎えに来る気配はないそうです。「自分はなにもしていないのに、なぜ捕まっ

てしまったの？」「家族が迎えに来たら、何がしたい？」そんな質問を重ねるうち
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に、彼はひっきりなしに目をこすったり、胸の十字架を口元に持っていったりす

るようになりました。ごめんね。思い出すと辛いよね。雰囲気を変えたいと思っ

た私の質問は…「好きな食べものは？」…もう呆れてしまいます。結局、インタ

ビューはあまりうまくいきませんでした。 

 

落ち込む私たちに、菜津紀さんが声をかけてくれました。 

「取材はね、まず一緒に山を登るの。相手の日常について尋ねたり、好きな食べ

ものを聞くのもいいね。それから、頂上に来たところで、核心の質問をする。そ

して、一緒に山を下りていくんだ。将来の夢を尋ねたりして、未来につながるも

のだといいね。そのとき、『ごめんね、ごめんね』じゃなく、『教えてくれてあり

がとう』という感謝の気持ちを持つことが大事だよ。」 

その一言で、心がふっと軽くなった気がしました。 

 

施設から出るとき、先ほどインタビューした子がお見送りにきてくれました。あ

んなに傷つけたはずなのに、目をみてしっかりと握手してくれました。次に来る

ときは、私もっと成長して帰ってくるね。そう誓って、私も強く握り返しました。

また、小さな子たちが手を差し出してきて、手を握ると、目を閉じて自らの額に

私の手を当てました。フィリピン伝統の目上の方への挨拶だそうです。フィリピ

ンは自由で適当な国だけど、人と人とのつながりを大切にする国なんだな。何だ

か温かい気持ちになりました。 

 

5. 路上 ストリートチルドレン 

その夜、ストリートチルドレンが暮らしている薄暗い路地へ向かいました。車か

ら降りた瞬間、たくさんの笑顔の

子どもたちが駆け寄ってきまし

た。そこで、Ｔシャツに名前やメ

ッセージを書いてもらいました。

すると、ぼくも書く！わたしも！

と大騒ぎ。書いた後、自分の書い

た文字があるか確かめては嬉し

そうにする子もいました。他に

も、指さし会話帳を使って簡単な

会話をしたりもしました。 

 

私の変顔が気に入ったようで、何

度も催促しては大笑いする可愛い小さな女の子がいました。その手には、キティ

ちゃんの柄がついたシンナーの袋が握られていました。よく見ると、呂律が回っ
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ていない子、目の焦点が合っていない子

もいます。彼らは、「ラグビー」と呼ばれ

るシンナー入りの接着材を吸っている

のです。これを吸うと気分が良くなり、

3 日間は空腹を感じないといいます。と

ても安価で手に入りやすいため、子ども

たちは得たお金をこれに使ってしまい

ます。しかし、シンナーの吸入は禁止さ

れているため、警察に見つかれば牢屋行

きは確実なのです。こんなに無邪気な子どもたちが、危険を冒してまで忘れ去り

たい痛み、孤独感、空腹感を抱えているなんて。「彼らは同じ子どもだけど、子ど

もとしての権利は持っていないんだな」そう感じました。 

 

みんなで遊んでいるとき、どこかでチャリーンという小銭が落ちる音がしました。

するとみんなは必死の形相でその音のほうへ走っていき、喧嘩を始めました。ネ

オ君がリュックを背負わずに抱えているのを見ても、子どもたちは常に何かを欲

しており、私たちも何か盗まれる危険性があることは明らかでした。路上のみん

なとは「信頼しあえる友達」にはなれないのかな…？そんな思いが頭をかすめた

とき、ある男の子が私の袖を引っ張りました。私がいつの間にか虫よけを落とし

ていたようで、それを拾ってくれていたのです。「ありがとう」という私の言葉に

嬉しそうにしている彼のぼろぼろの歯を見ていると、この世界の格差に悲しくな

りました。 

 

このような貧しい中でも、なぜ彼らの笑顔は輝き続けているのですか？ 

なぜ、この世界は平等でないのですか？ 

 

6. 路上 3 度目の正直・カラフルの魔法 

ここでは、ジョパイという女の子にイ

ンタビューをしました。登って、下り

て…そう心の中で唱え続けます。彼女

の耳に可愛らしいピアスを見つけ、そ

れを糸口にすることに。「そのピアス、

可愛いね！」その一言で彼女はニコッ

と笑ってくれ、心の扉を開いてくれま

した。 

   

彼女はお父さんを亡くした寂しさか



 
 

©国境なき子どもたち／第 31 回友情のレポーター（2017）【禁無断複製・転載】 

www.knk.or.jp 

ら、学校に行くのをやめてしまったそうです。「お父さんにもう一度会えたら、ギ

ューっと抱きしめたい」彼女はそうも言っていました。裕福でも、貧しくても、

どんな国でも、「家族への愛」は変わらないようです。 

 

彼女が真剣に答えてくれたこと、そして菜津紀さんのアドバイスのお陰で、やっ

と友情の『レポーター』としての活動をスタートさせることができました。 

 

道のすみっこに、絵を描いている子がいます。アダムという女の子（体の性別は

男。そういう性的アイデンティティを公表で

きるような、フィリピンの色々なものを受け

止める姿勢は見習うべきだと思う！）でした。

彼女が描いていたのは綺麗な地球の絵でし

た。バスケットボール、テレビ、くつ等が入っ

た箱、太陽、花、海がその周りには描いてあり

ます。どうやら、彼女は「理想の世界」を描い

ているようでした。しかし、陸と海しか色がぬ

られていません。 

 

手元を見ると、彼女は青と緑のクレヨンしか

持っていませんでした。この素敵な絵を、ぜひ

完成させてほしい…！！そう思って、私は手

元にあった 10 色ボールペンを渡すことにし

たのです。ペンを手にすると、彼女は花を色と

りどりの色で黙々とぬりはじめました。そして、周りの子たちも徐々に集まって

きて、絵をながめはじめました。「子どもたちに物やお金を渡す」ということに関

しては、様々な意見があると思います。私は、「このペンでアダムが絵を描くこと

により、シンナーじゃない方法で幸せに

なってほしい」という思いで、あのペン

を渡しました。自己満足だったかもしれ

ないと悩みもしましたが、後日再会した

とき、彼女はこう言ったのです。 

 

「このペンで、学校のみんなで絵を描い

たんだ！！みんな喜んでたよ！！」 

私は、本当に幸せな気持ちになりました。 
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7. 若者の“家” 

次の日、私たちは若者の家へ向かいました。若者の家とは、家族と一緒に暮らせ

なくなった子どもたちが一緒に暮らす“家”のような場所です。みんなの表情を

見ても、ドロップインセンターの子たちよりずっと笑顔が多く、リラックスして

いて、何だか本物の「家族」のようだなと思いました。職員の方との関係や、指

導方針によって雰囲気が違うのでしょうか。 

 

若者の家のみんなと昨日のアダムとジョパイ、スラムから来たレンソンとクリス

ティーナとジェーアールを交えて、歓迎会がスタートしました。 

 

・カメラワークショップ（最優秀作品賞は清水さんの頭とスイカのコラボ） 

・自己紹介（ネオ君のマジック大うけ！） 

・若者の家の子によるソーラン節（すごくかっこ

いい！大迫力！！） 

・みんなでダンス（みんなキレッキレでおしゃ

れ！友レポ勢はあえなく撃沈） 

・スイカ割り（大盛り上がり！！！みんな度胸が

あるので、迷わずバコーンと振り下ろす。1 回目

のスイカは 1 人目で割れた！！） 

 

「この時間がずっと続けば良いのに！」そう思うほど、とっても楽しくて、ずっ

と笑いっぱなしでした。 

 

私が一番仲良くなったのは、クリスティーナ（ティナ）という女の子でした。テ
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ィナはきれいな瞳と人を引きつける笑顔を持っていて、私まで明るい気持ちにし

てくれました。 

 

しかし。私が家族紹介をしていたとき。「カチッ」まるで音がしたように、すっと

彼女の顔から笑みが消えました。大丈夫かな？何かあったのかな？そう思いまし

たが、おやつの時間には戻っていたので、あの暗い表情は気のせいに違いないと

思うようになりました。 

 

8. プールへ ハートの葉っぱ 

翌日はみんなでプールへ！カラフルでエキサイティングなスライダーで遊んだり、

おにごっこをしたり、キャッチボールをしたり… 1 日中みんなで大笑いしなが

ら泳ぎ続けました。ジョパイはプールに来るのは初めてだそうで、もちろん泳ぐ

のも初めてでした。ねおくんはここからダウン。「Neo はどこ？」「Neo はどうし

たの？」「お見舞いに行ってもいい？」とみんなが次々と私に問いかけてきます。

私の指の小さな怪我を本気で心配してくれたりもして、フィリピンの子どもたち

は本当に優しいなぁと思いました。（私もねおくんがいなくて寂しかったです！本

当に！！！） 

 

この日一番一緒にいたのも、やっぱりティナでした。彼女とは簡単な英語でおし

ゃべりするだけでしたが、「笑顔」という共通言語のおかげで、もう親友になって

いました。「さよなら大好きな人～♪」「あなたに会いたくて～♪」など、日本の歌

を一緒に歌ったりして楽しくすごしていたのです。しかし、また… 

 

深いプールに入りたいというジョパイを、私が抱っこして連れていってあげてい

たときです。わいわいとついてくるみんなの中にティナがいないことに気づきま
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した。慌てて周りを見渡すと、ティナがプールのすみっこの柵に腰かけているの

です。その表情は、昨日のように悲しそうで、何か叫び出したいのをがまんして

いるようでした。急いで彼女の側に

いって「大丈夫？」と言いましたが、

目すら合わせてくれません。しまい

には、プールを出て、スタスタと 1

人で歩いていってしまいました。そ

こでただ、私は彼女の隣にいること

にしたのです。ただ一緒にいて、一

緒に空を眺めました。そして、葉っ

ぱをハートの形にちぎって、彼女に

渡しました。彼女はそれを、だまっ

て受けとりました。 

 

   

その後いくら経っても彼女が元に戻らないので、菜津紀さんに相談してみました。

すると、菜津紀さんはこう言いました。 

「彼女はパヤタスの子でしょ。パヤタスの子は、スラムから出ることが少ないか

ら、楽しいことが続くことに少し怖いという気持ちを持ってしまうのかもね。」 

その状態になってから彼女が急にジェーアール（同じパヤタスの出身）の名を盛

んに呼び出すのを見ても、そうなのかもしれないなぁと思いました。ティナは、

この時間を純粋に楽しむ権利すら持っていないの！？そう思うと、何だか涙が出

てきました。その後、ティナが私のもとへやってきて、「また泳ごう！さっきはた

だ寂しかっただけ。ごめんね。」そう言って、私のと色違いのハートの葉っぱをく

れました。私は嬉しくて、また涙が出てきました。 

 

9. パヤタスのごみ山 ごみじゃない、宝 

 

パヤタスという、ごみ山があるスラム街へと向かいました。この町へ着いて車の

窓を開けた瞬間、思わず顔をしかめてしまうほどの生ごみが腐った臭いが漂って

きました。ごみ山までは、かなり距離があるのに。私が戸惑っていると、窓の外

で薄汚れた水で楽しそうに洗濯をする兄弟が見えました。ここの人にとっては、

洋服や家からこのにおいがするなんてふつうのことなのです。嗅覚の麻痺も深刻

だと聞きました。 
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パヤタスの人々の多くは、このごみ山からアルミなどの使えるものを拾って、生

計を立てています。しかし、このごみ山には危険がたくさんひそんでいるのです。 

2000 年、このごみ山は崩れ落ち、約 800 名もの人々が犠牲になりました。ご

みの山に巻き込まれて一生を終えるなんて…。そんな悲しいこと、ありますか？

そんな危険があるにも関わらず、ごみ山の麓には今でもたくさんの家が立ち並ん

でいました。また、ごみ拾いの中にも危険はひそんでいます。KnK の支援を受け

ている子の兄弟も、先日トラクターに巻き込まれて亡くなったそうです。 

 

こんな危険なごみ山は、

今年の 12 月、閉めら

れることが決まってい

ます。悪臭もなくなり

喜ぶかと思いきや、反

対のデモが各地で起き

ているとのことです。

ごみ山がないと、家族

は生きていけない。で

も、新しい他のごみ山

へ行くためのバス代は

ない。そんな厳しい貧

困の現状がありました。 
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10. ティナのおうち 愛にあふれた家 

そしていよいよ、ティナのおうちへむかいました。玄関には 20 足ほどのサンダ

ルが散乱しています。何と、16 人もの人がここに暮らしているそうです。パヤ

タス内ということもあり、少し独特のにおいもします。裸足で入ると、ヒヤッと

した感触がしました。下水道の設備が整っていないため、部屋上が水浸しなので

す。台所には数匹の大

きなゴキブリが列を連

ねており、「こんなにお

洒落なティナが、こん

な環境に住んでいるな

んて…」と絶句しまし

た。 

 

「いつもベットにお母

さんとお父さんが寝

て、みんなは床で寝て

いるの。」そう語るティ

ナと一緒に、実際に寝

てみることにしました。マットがわりのスポンジは、叩くと砂ぼこりが出てきま

す。足を折り曲げないと横になれず、「私はこんなところで生活できないな」と

思ったそのときです。壁に、”mama” ”PaPa” ”Family”といった、たく

さんの落書きがあるのを見つけました。私は胸が熱くなり、「お金があるだけが

幸せじゃない」と確信しました。彼女の笑顔が素敵な理由。それは、温かくて大

きな家族の存在なのかもしれません。 

 

お別れの時間が近づいてきて、彼

女はだんだん無口になりました。

しかし、以前のような暗さはな

く、ただ、寂しそうな表情でし

た。私は最後の会話として、彼女

に問いました。“Do you like 

your town?” すると、こう返

ってきたのです。“Yes. 

Because…I’m happy.” 彼女

はとびっきりの笑顔でした。 
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11. チルドレンセンター 学ぶ権利 

KnK が運営しているチルドレンセンターにも行きました。チルドレンセンター

とは、非公式教育（ALS）を行っている、学校のようなところです。様々な事情

で学校を卒業できなかった人が、小学校修了、中学校修了を認めるテストに合格

するため、勉強に励んでいます。私が今回見学したのは、中学校修了を目指すク

ラス。10 代後半の人が多いのかな？と思っていました。 

 

しかし、中に入ると 70 代くらいのおじいさん、50 代くらいのおばあさんも勉

強をしていたのです！さらに、周りの 10 代の子たちも嫌がることなく、同じ机

で楽しそうにおじいさんと話していました。日本では、20 代を過ぎて大学に入

っただけで、周りから白い目で見られることもあります。フィリピンは、日本よ

りも学ぶことの大切さを感じている人が多く、だからこそ「学ぶのに年齢なんて

関係ない」と思っている人が多いのかもしれません。 

 

また、赤ちゃんを連れて学校に来ている 16 歳の女の子もいました。センターの

職員の方もその赤ちゃんを抱っこしてあげたりと、「この子をみんなで育てていこ

う」という雰囲気が感じられました。 

 

何歳だろうと、子どもがいようと。「学ぶ権利」は、絶対に守られるべきものなの

です。 

 

12. レンリンのおうち 発展途上国 

若者の家で仲良くなったレンリンのおうちへ行きました。 

出迎えてくれたレンリンを見て、私は少しびっくりしてしまいました。大人のＬ

サイズほどのダボダボで、ビリビリに破けた服をレンリンが来ていたからです。

家も、まるで子どもが作ったツリーハウスの家の部分のようで、今すぐ壊れてし
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まいそうでした。レンリンは手招きをして、私に食事の準備を見せてくれました。

私が必死でやってやっと一枚割れたほど固い木の板を、小さなレンリンはてきぱ

きと割っていきます。ふだんからお手伝いをしているようです。 

 

レンリンは身長 130 ㎝ほどにも関わらず、170 ㎝の深さのプールでスイスイと

泳いでいました。その秘密は、日常生活にありました。彼は、家の目の前にある

大きな川にもぐり、ごみの中から使えそうなものを拾って、家計を支えていると

いいます。「これは、7 歳のと

きからしてる。本当は危険だ

しやりたくないけれど、ご飯

を食べるためだから、仕方な

いんだ。」歓迎会のときは、一

番小さくてみんなの弟のよう

だったレンリンが、ここまで

して家計を支えているなん

て。私自身の生活を振り返り、

恥ずかしくなりました。 

 

実はレンリンはもうすぐ若者の家に引っこすことが決まっていました。彼のお母

さん言わく、「レンリンの友達が、非行をくり返している。レンリンもそれに巻き

込まれたりして逮捕される可能性があるの。彼に安全な場所で育ってもらうため、

若者の家に行かせることにしたの。」

私はそれを聞いて、フィリピンは

「未発展国」ではなく、「発展途上

国」だなと感じました。ごみ山が整

備されつつあったり、こうして子ど

もが犯罪に巻き込まれるのを事前

に防いでいたり。まだまだ厳しい現

状は続いていますが、前へ進むため、

小さな、でも確実な一歩をフィリピ

ンの人々は歩みはじめているので

す。今まで家族のため頑張ってきたレンリンだから、新しい場所でも頑張れるは

ず！そんな希望を胸に、この家を出ました。————でもやっぱり、家族と暮ら

せないって、寂しいですよね。 

 

13. 物乞い 無関心の壁を溶かして 

1 日目に訪れた路地へ再び向かいました。アダムに「ジョパイはどこ？」と尋ね、
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案内してもらいます。ジョパイは、ゲームセンターのような集会所で、家族でテ

レビに夢中になっていました。ここでは、1 ペソ（2 円）で、5 分間 YouTube

を見ることができるのです。そのお金は、食べものとかに使ったほうがいいんじ

ゃないかな…とも思いました。でも、強盗に遭う可能性があるので、お金をため

ることはできません。また、十分な教育を受けていないので、彼らに「優先順位」

という概念はないのです。 

 

 

   

この写真の真ん中にうつっている女性。私は「おばあちゃんかな？」と思いまし

たが、なんとまだ 20 代の、ジョパイのお母さんだそうです。栄養不足や衛生環

境の悪さが、彼女をそうしてしまったのでしょうか。 

 

ジョパイのお母さんもまた、ストリートチルドレンとして国境なき医師団のケア

を受けていたそうです。そして、10 代前半でジョパイを産んだといいます。ジ

ョパイもあと数年もしたら、赤ちゃんを産むのかもしれません。そして、自分が

そうしてきたように、自分の子にも物乞いをさせるのかもしれません。ストリー

トチルドレンの負の連鎖は、ずっとずっと続いていくのです。ジョパイは手にギ

ャングの一員の印の入れ墨も入れていました。 

 

次に、アダムとジョパイの 2 人に、物乞いを見せてもらいました。40 人以上の

大人に手を差し出して、くれたのはたったの 2 人。大人たちは、私の大事な友達

を野良犬のように扱い、シッシッという仕草をして、目すら合わせず歩き去って

いきました。しかし、2 人は慣れているのか、少しも悲しそうではありませんで
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した。私はそれを見てショックを受けると同時に、「これは世界の現実と似ている

な」と思いました。途上国の貧困を他人事と考え、目を背け、自分たちの人生を

楽しんでいる、先進国の人々。私たち

は、その大人たちと同じことをしてい

るのです。本当は何かしなくちゃいけ

ないって、気づいているはずなのに。 

 

お金を恵まなくてもいいんです。ただ、

子どもたちのことを「人間」として扱

ってほしいんです。子どもたちについ

て、まずは知ってもらうこと。そして、

その輪を広げていくこと。私たちの使

命が何なのか、わかった気がしました。 

 

14. アダムのおうち 難しい選択 

その後、アダムの家にもお邪魔することになりました。家に行くため必ず上らな

ければいけない階段は歩くたびにギシギシと鳴り、ビクビクしながら上りました。

家に入ると、そこには見たことのない光景が広がっていました。 

 

家の面積はわずか一畳ほど。しかも、その床全てが汚れた洋服などで覆われてい

ます。真昼のはずなのに部屋は真っ暗で、小さな電球が光っているだけ。天井は

座った状態でも触れそうなほど低く、まっすぐ立つことはできません。トイレや

お風呂なんてもちろんありません。部屋の隅にご飯を炊く釜は置いてありますが、

こんなところで料理をすれば、一発で火事になるはずです。私が呆然としている

と、アダムが服の山の中から何かを引っ張り出しました。それは何と小さな子猫！

死んでいるのではないかと心配しましたが、アダムが揺さぶると目を開けたので

安心しました。また、アダムはどこからかスマートフォンを取り出し、コンプリ

ートしたというゲームの画面を見せてくれました。そこで私は思わず、「そのスマ

ホはどこで買ったの？」と尋ねました。すると、彼女は「友達のお母さんがくれ

た」と言うのです。「通信料はどうしてるの？」など聞きたいことは沢山ありまし

たが、何だか怖くてやめておきました。 

 

「アダムの宝物はなに？」と聞くと、”education（教育）”という答えが返っ

てきました。「勉強」や「食べもの」や「お金」などの形あるものではなく、「教

育」という社会の仕組みを彼女が口にしたので、私は少しびっくりしました。こ

んな家とは思えないような厳しい環境で暮らしているのに、彼女は教育の大切さ

をわかっているなんて。あの綺麗な地球の絵からもわかるように、アダムはとて
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も繊細で賢い子なんだなと思いました。 

 

しかし、バスに戻った瞬間、KnK のスタッフのジュンジュンがせきを切ったよう

に話しだしたのです。 

「今のアダムは、勉強に専念できる状態じ

ゃない。路上には、友達もいて、自由もあ

って、物乞いすればお金だってある。家な

んかよりずっと広い。幸せになれる薬もあ

る。あの窮屈な家で勉強をするか、それと

も路上にでるか。匡さん（清水さん）、あ

なたならどっちを選ぶ？」 

私なら…誘惑に負けて、路上に出てしまう

だろうと思います。そんな中、「教育は宝

物」という意識を持っているアダムは、ど

れだけ強い子なのでしょう。アダムにぜ

ひ、勉強を続けてほしい。そう願いますが、

状況は甘くありません。学校教育は無償だ

と政府はうたっていますが、実際には制服

代、テストの紙代など、かなりの費用がか

かってしまうのです。未来ある子どもたち

が、貧しさ故に学校を卒業できない、そん

な現状がありました。 

 

15. ジュンジュンの話① 暗い事実 

大切なことに気づかせてくれた、ジュンジュンについて説明します。ジュンジュ

ンは優しくていつも穏やかな表情をしている、大樹のような人でした。しかし、

清水さんからは「彼は壮絶な人生を送ってきた人なんだ」とも聞いていました。 

 

私たちが青少年鑑別所へ行った

とき。「相手を傷つけてしまう恐

怖」と「相手が傷ついているのを

見て自分が傷つく恐怖」に震える

私の肩を、ポンとたたく人がいま

した。ジュンジュンでした。そし

て、彼はこう言ったのです。 

「大丈夫。彼らも君らと同じ子ど

もなんだ。恐れることなんてない
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さ。」 

その一言で、私の胸はふっと軽くなりました。同じ子ども。そんな当たり前のこ

とを、私は忘れていたのです。それからというもの、子どもたちの笑顔をたくさ

ん見ることができたような気がしています。 

 

その日の夕方、薄暗い路地でストリートチルドレンとふれ合ったとき。 

子どもたちは他の職員の言うことは聞かなくても、ジュンジュンの言葉にはいつ

も従っていました。それは、彼を怖がっているからでなく、彼との間に信頼があ

るからでした。 

 

私たちのほとんどの行程に同行してくださったジュンジュン。彼は、心の底から

子どもたちに寄り添っているように見えました。そんな彼に、最終日、インタビ

ューする機会に恵まれたのです。 

 

「あなたの人生について、詳しく教えていただけますか」 

すると、こう返ってきました。 

「ぼくの父さんは闇の組織に入っていて、僕が 10 歳のとき、28 発の銃弾を受

けて殺された。母さんは新しい男と結婚し、そいつが僕に暴力を振るうようにな

った。だけどそこで、僕を守ってくれる人なんてどこにもいなかった。僕は孤独

だった。僕は、そいつらが憎くて仕方なかった。だから、路上で暮らしはじめ、

ギャングに入って強盗を始めたんだ。父さんの復讐のために。怖い？そんな気持

ち、少しもなかった。あるのは憎しみだけだった。」 

 

こんなに優しいジュンジュンが、そんな人生を送ってきたなんて、想像もつきま

せんでした。 

 

 

最終章 ジュンジュンの話② The Beautiful Story 

頭が混乱する中、私は素直な質問を１つぶつけました。 

「今までの人生を、後悔してはいませんか？」 

すると、返ってきたのは思いもよらないものでした。 

「いや、全く後悔はしていない。支援する立場に立った今、むしろ、良かったと

思っている。この過去が無ければ、こんなに沢山の素晴らしい人々に出会うこと

もなかった。ストリートチルドレンのことを心から理解してあげることもできな

かった。だからね。僕は今、自分の人生が『美しい物語』だったと思っているん

だ。KnK のスタッフにも、そういう過去を持った人はたくさんいる。みんなそれ

ぞれの過去は、美しい物語なんだ。」 
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その話を聞いても、私はやっぱり彼の過去を完全には「美しい」とは思えません

でした。しかし、刑務所に何度も入り、何度も人に裏切られた自分の人生のこと

を「美しい」と呼べるようになった彼の今の心は、何よりも美しいと感じました。 

 

彼は、こうも言っていました。「僕の夢は、ストリートチルドレンを０にすること。

だけど、それはただの夢であって、実現することは難しいんだ。」 

 

今、この世界には 1 億 5000 万人ものストリートチルドレンがいるといわれて

います。その子たち全員を、お腹いっぱいにさせて学校に行かせることは、確か

に不可能かもしれません。でも、私たちは諦めてはいけないのです。1 人でも多

くの子どもたちが、ジュンジュンのように道を歩みなおし、自分の過去を「美し

い物語だった」と思えるようにすること。そして、その輪を広げていくこと。そ

うした小さな積み重ねが、世界をよりよくする一歩となるのですから。 

どんな過去を持った人でも、愛があれば優しい人になれるということ。 

社会から目を背けられることが、どんなに辛いかということ。 

貧しい子どもたちも、私たちと同じ、愛される権利を持った子どもだということ。 

大切なことを、ジュンジュンは教えてくれました。 

 

 

私はこの 10 日間で、たくさんのバックグラウンドを持った子どもたちとの出会

いにより、大きく成長できたと思っています。フィリピンという国が「貧しい子

どもたちが暮らす国」でなく「友達が今も暮らしている国」という認識になった

今。「国連という華々しい場所で働くか、それとも困っている人のために現地で働

くか」その答えを、私はまだ実は出せていません。私は今、３つの選択肢に揺れ

ています。 

 

1 つめは、国連といった国際機関で働くこと。さきほど、ジュンジュンが言って

いた「ストリートチルドレンを０にすることは不可能」という言葉、それを覆せ

るかもしれないからです。 

「子どもの権利条約が結ばれて、丸刈りの校則は廃止されたんだ」と社会の先生

もおっしゃっていたことがあります。このように、国連といった大きな影響力を

持つ機関が何かを変えることで、状況は大きく変わるかもしれません。貧困の問

題を根本から変えることができるかもしれません。 

 

２つめは、現地で貧しい人々のため、直接働くということ。これは、ジュンジュ

ンが KnK のおかげでここまで変われたように、少しずつですが人の人生を変え
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ることができるのです。その「変わる」ための種を蒔き続けて、その輪を広げて

いけば…人々の意識をも変えることができると思います。 

 

そして、新たな３つめの選択肢。それは、「伝える」職業に就きたいということで

す。私が今回痛烈に感じたこと、それは人々の「無関心の壁」でした。ストリー

トチルドレンをはじめとする貧しい子どもたちは、大人から見捨てられ、社会か

らも見捨てられていました。また、日本をはじめとする先進国の中でも、貧困の

問題に関心がある人は少ないと思います。地球全体の問題として、貧しい人々の

ことをもっと身近に感じてほしい。知ってほしい。そう考えるようになりました。 

菜津紀さんのように、世の中の「無視されている問題」に光を当てること、それ

は無関心の壁を溶かせるかもしれません。 

 

今の私にできること、それも「伝

える」ことだと思います。ですか

ら、まずは「子どもだからできる

こと」として、あの笑顔の存在を、

その裏にある影を伝えていきたい

と思っています。 

 

「人生は、どうなっても必ず原点

に戻ってくる。だから、焦らず、

自分の声に耳を傾けて。」 

KnK の皆さんから頂いた言葉を

胸に、私は一歩、また一歩と進んでいきます。 

このようなチャンスを与えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。 
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