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第 3３回 友情のレポーター（2019）フィリピン取材レポート 

伊藤 里
り

久
く

（新潟県／当時 15 歳） 

 

第 33 回 友情のレポーター 取材レポート 

       私を変えてくれた 1 週間 ——— 伊藤 里久 

 

私は、第 33 回友情のレポーターの伊藤里久です。今回、7 月 25 日～ 8 月 1 日

まで、フィリピンに行ってきました。そこで多くの体験をし、多くのことを学び、宝

物の 1 週間を過ごしました。その経験を、これからレポートに書いていきます。 

 

 まず初めに、フィリピンに行く前の私について少しお話しします。 

 

●私が友情のレポーターになった理由 

 

私は自分に自信が無く消極的な性格で、やりたい事があってもチャレンジできずに

いることが多かったです。しかし、そんな私を変えてまで、友情のレポーターになり

たかったのには、大きく 3 つの理由があります。 

 

 ・国際協力に興味があり、開発途上国に行ってみたかった！ 

  …ランドセルやそろばんを途上国の子どもに寄付した経験から、将来は貧困など

に苦しむ途上国の人たちを助ける仕事がしたいと思っていた。 

 

・世界で起きている問題を解決・理解したい！ 

 …世界中で起きている問題や困っている人たちについて知るうちに、「なぜこの

現状は変わらないのだろう？」「もっと多くの人に知ってもらわなくてはいけな

い」と思うようになり、現地に行ってヒントを見つけたいと思った。 

 

・途上国で起きている問題をリアルに、自分事として考えたい！ 

 …国際協力に興味はあっても、やはり途上国・世界で起きている問題は、〝遠い

外国で起こっている自分とは違う世界のこと″としか捉えられず自分の事のよ

うに考えきれない自分を変えたかった。 

 

●友情のレポーターになって、フィリピンに行くまで… 

 

「絶対にレポーターになってフィリピンに行く！！」と意気込んでいた私でした
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いざレポーターになると、不安で頭がいっぱいでした…。 

 

初めての海外、それどころか初めての飛行機。日本とは違う環境。「私なんかにでき

るのかな。」「なんで私なんかが選ばれたんだろう…」「先輩レポの方々のように、帰国

後に成果を出せるかな…」 

 

など、様々な心配がありましたが、私の一番の不安は、 

“途上国の子どもたちに会うって 

           どんな感じなんだろう？” 

              ということでした。 

 

「途上国の現状を知って子どもたちに会ったらショックを受けるだろうな」 

「日本から来た私に心を開いてくれるのかな」 

「テレビで画面越しに見ていた、貧しい子たちやストリートチルドレンに会ったらど

う感じるかな」 

…そう思っていました。 

 

自分で、「現地に行って子どもたちに会いたい！！」と思って応募したのに、子ども

たちに会うのが不安で、こわかったです。 

 

しかし、そんな不安はすぐに消え去りました。また、私の考えには間違いがあった

ことも気付きました。 

 

これから、その自分の中での意識・心情の変化についてもふまえながら、私のフィ

リピンでの 1 週間について書いていきます。 

 

＜1 日目  フィリピンに到着！＞ 

私の〝友レポ″の旅は、人生初の飛行機

から始まりました。成田空港では、手続き等

も初めてでとても不安だったけれど、一緒

に行く他の 4 人といると、楽しくてワクワ

クの気持ちの方が大きくなりました。マニ

ラ空港に着き、外に出ると、まず「暑い！！」

と思いました。英語やタガログ語が飛びか

っていて、「来ちゃったな…」と実感しまし
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た。運転手さんや KnK の現地スタッフが優しく出迎えてくれてとても安心したの

を覚えています。フィリピンの人の暖かさを早速感じました。 

夕食 フィリピン料理のお店！郷土料理のシニガンがとても美味しくて食べられて嬉しかったです▲ 

 

＜2 日目 ①希望の家＞ ～インタビュー START！！ ～ 

〝友レポ″としての初仕事は、希望の家でのインタビューです。 

希望の家とは、15 歳以上の、罪を犯した青少年が収容される施設です。しかし、

15 歳に満たない子どもや、実際には罪を犯していない、無実の罪によって収容され

ている子どもたちもいるという現状があります。（以前は「青少年鑑別所」で、移転し

ました。） 

 

私は取材のスケジュールの中で、希望の家に行くのが一番不安でした。まだ会って

もいないのに、〝罪を犯した子どもたち″に会いに行く、というのが正直とても怖か

ったです。偏見で、皆私たちを受け入れてくれないのではないか、インタビューに応

じてくれるのだろうか、という不安を抱いたし、今までに会ったことのない〝罪を犯

した子どもたち″と、他の友達と同じように接することができるかとても不安でした。

移動中の車の中でも、「怖いな。」「緊張するな。」とずっと考えていました。 

そんな中、希望の家に到着。門を通り、玄関へと歩きます。すると… 

「Hello ! 」と、2 人の男の子が声

をかけてくれました。 

 

私はびっくりしたけれど、すぐ

に「Hello ! 」と返しました。私は、

男の子たちが笑顔で、向こうの方

からあいさつしてくれたのがと

ても嬉しくて、自然と笑顔になりました。彼らは洗濯物を干していて、2 人で協力

して和気あいあいとしていたのがとても良いなと思ったし、なんだかたくましさを
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感じました。 

 

この 2 人のおかげで少し緊張がほぐれ、他の子どもたちに会うため階段を上りま

した。階段を上る時はやっぱり少しドキドキしました。この先に、何が待っているん

だろう…そう思い、再び緊張しました。 

そこには 2 つの部屋がありました。部屋、といっても、鉄格子で大きな鍵がかかっ

ていて、警察官のような格好の男の人が 1 人（警備員さん？）います。〝鑑別所″と

いう言葉が脳裏をよぎり、ここがどのような場所であるか再認識し、言葉が出ません

でした。 

 

しかし、私たちが着くとすぐに、 

「コンニチハ」 

「Anong Pangalan mo ?（あなたの名前は？）」 

「Hello !」 

 

と、部屋の中にいた皆がかけ寄ってきて、鉄格子

にくっついて私たちに声をかけてくれました。

私は本当にびっくりしました。自分の描いてい

た〝罪を犯した子どもたち″の図とは、かなり

かけ離れていたからです。皆明るくて、初対面で

外国人である私たちにフレンドリーに接してく 

れたことに驚いたけれど、不安は消え去り嬉しかったです。それと同時に、こんなに 

暖かく出迎えてくれた優しくて陽気な素敵な子たちを、こうして会うまでは〝罪を犯 

した子どもたち″というふうにカテゴライズし、怖いなどと思っていた自分は、何だ 

かもったいなかったと思うし間違っていました。 

 

いざ、私たちも部屋の中に入って子どもたちと交流！！ 

 

部屋にいた子どもたちは 20

人くらい。まず、円になって自己

紹介をしました。 

 

 [・名前 ・年齢 ・どうしてこ

こに来たか ・将来の夢] 

 

を、それぞれに話してもらいまし

た。 
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年齢を聞くと、同い歳の子もいたり、15 

歳に満たない子も数人いて、〝自分と同い 

年くらいの子がここにいる理由″、彼らの 

今がある背景についてとても気になりまし 

た。 

 

 

 

 

「どうしてここに来たか」を聞くと、またカベを作ってしまう自分がいました。窃

盗、殺人未遂・容疑、レイプ、暴力…。「本当にこの子が？」と思わざるを得なくて、

「自分と同じくらいの年齢や背丈で、とても明るくて優しい子の子たちが本当に…？」

と呆然としてしまったのを覚えています。実際、本当はやっていないのに連れて来ら

れたと言う子、アイスピックを持っていただけで何もしていない子など、理不尽なケ

ースもあったし、実際に犯罪をしていたとしても、理由があるはずです。 

 

自分の犯した罪について話す皆の目には少しかげが

見えて、下を向いていました。「もう忘れたい。」「本当

はやっていないんだ。」「理由があったんだ。」という心

の叫びがあらわれていたのだと、取材を終えてから感

じました。 

それと対照的だったのは、皆の将来の夢を聞いた時

です。彼らは迷うことなく、誰一人つまることなく将

来の夢を話してくれたのです。ファッションデザイナ

ー、科学者、教師…。私の日本の友だちに将来の夢を

聞いても、「まだ決まってない。」「安定した仕事。」「～

関係の仕事。」と、抽象的な答えが返ってくることが多

かったので、彼らがはっきりとした志を持っていて、

それを話してくれた姿は新鮮で、とても輝いて見えま

した。「絶対に皆叶うよ。」と心の中で思いました。 

 

いざ、私も自己紹介することになりました。実際私も、まだ将来の夢がはっきりし

ていませんでした。なぜなら、フィリピンに来てから心境の変化があったからです。

（まだ 2 日目ですが） 

私は日本にいた時、開発途上国の人たちをサポートする仕事に就きたいと考えてい

ました。ですが、フィリピンに来て〝開発途上国″なんて一概に言えないと思ったし、

希望の家の子と出会って、私は彼らに 〝支援（サポート） ″したいという気持ちで
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はない、違った気持ちが湧いてきたからです。「助けてあげたい。」ではなく、「友だち

になって応援したい。」と思ったのです。そんな風にモヤモヤしていた時に将来の夢

を聞かれたので、どう言おうかと迷いましたが、とっさに「人を元気づける仕事に就

きたい。」と言いました。今までマニラで会った楽しそうな人たちのことや、この家の

子が明るく接してくれたことが思い浮かび、我ながらなかなか良い表現ができたと思

いました。私が緊張しながら自己紹介を始めると、まだ途中なのに拍手してくれたり、

言語が違うのに通訳だけでなく私の声にも真剣な顔で耳を傾けてくれて、とても嬉し

かったし皆の暖かさを感じました。その後も、話の中で笑いが起きたりして暖かい雰

囲気が流れました。 

 

自己紹介が終わるとゲームをしました。列になって手をつないで T シャツを脱ぎ、

一番後ろの人まで先にたどり着いた方が勝ちというゲームです。 

 

 

 

私と叶多くんのチームに分かれたのですが、最初ルールがよく分からないまま先頭

に立って少し焦っていると、１人の 19 歳の男子が「Do you understand English?」

と声をかけてくれて、「A little.」 と言うと、英語とジェスチャーでルールを教えて

くれました。私は声をかけてもらえたことがすごく嬉しかったし、彼はレイプで捕ま

ったと言っていたので、正直怖いと思っていたけれど、そんな思いは消えました。コ

ミュニケーションがとれたことも本当に嬉しかったです。 

 

ゲームはとても盛り上がり、ゲームの最中、ここが希望の家、いわゆる「鑑別所」 

のような場所であるということはすっかり忘れていました。部屋を去る時、皆が手を

振ってくれたり「Thank you.」「Salamat.」と言ってくれたり握手をしてくれて嬉し

かったです。とても楽しい時間で、あっという間でした。この子たちとまだまだ一緒

にいたい、と思いました。隣の部屋の子たちもあいさつをしてくれたり名前を聞いて

きて、この明るい雰囲気や、積極的に思いやりを持って関わろうとしてくれるこの子

たちがとても好きだと実感しました。 

 

しかし、私たちが部屋を出るとすぐに警備員が鍵をしめました。本当に、すぐに。 

「この子たちはまた、この檻の中に閉じ込められてしまうんだ…」と思い、胸が痛く

なりました。 

帰るとき、一緒にいた安田菜津紀さんに、1 人の男の子が「そのバッグの中にぼく
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を入れて、ここから出してよ。」と言いました。彼は半分冗談で言ったと思うけれど、

私は笑えませんでした。彼の目も、笑っていませんでした。きっと、彼のここからで

たいという強い思いがポロっと出た言葉だったのでしょう。聞いて悲しくなったと共

に、これからするインタビューで、この子たち 1 人 1 人のバックグラウンドや抱い

ている感情を聞きたい、聞かなければならないと強く思いました。 

 

いよいよ、屋上に行って子どもとインタビューをする時間がやってきました。これ

が初めてのインタビューです。不安と緊張でいっぱいでした。私は、2 人の子にイン

タビューをしたので、紹介しようと思います。 

 

ファイアーとのインタビュー 

 

まず、私がはじめにインタビューした

のは、15 歳のファイアーという男の子で

す。初めてのインタビューだったし、良い

質問ができるか、相手を傷つけてしまわ

ないか等、不安が脳内をかけめぐってい

ました。自分にできるのだろうかと不安

に思いながらも、私は彼の目を見て話す

ことを心がけ、インタビューを始めまし

た。 

 

—ここではどのような生活をしているのですか？ 

「友だちとタガログ語の歌を歌ったり、訪問者（友だちの家族や親せき）に会ったり

します。」 

彼は緊張している私を励ましてくれるような笑顔で、答えてくれました。 

 

—ここにはいつ来たんですか？ 

「1 年前です。」 

—どうしてここに来ることになったのか教えてもらえますか？ 

「ギャングの集団の争いに巻き込まれて、集団で石を投げて捕まりました。」 

—ここを出られたら、何がしたいですか？ 

「もう夜に外を出歩かず、お父さんとお母さんの言うことを聞きます。」 

私は、彼が自分のしたことを後悔しているように感じ、また両親についてもどう思 

っているのか気になったので尋ねてみることにしました。 

 

—お父さんとお母さんはどんな人なんですか？ 
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「お父さんは病気で働けなくて、お母さんが働きに出ています。2 人とも優しいです。」 

—では、どうして夜に外を出歩くようなことをしたのですか？ 

「友だちに会いたくて夜の街に出てしまいました。」 

私はそれを聞いて、その友だちはファイアーにとって、大切でとても仲の良い友だ 

ちだったんだろうと思い、こう聞きました。 

 

—ここを出たら、その友だちにまた会いたいですか？ 

すると、返ってきた答えは、 

「もう会いたくありません。会うことはないです。友だちに悪い影響を与えられたか

らです。」 

私はこの答えを聞いて、ショックで言葉がつまりました。 

確かに、その友だちの影響で彼は今ここにいるのだから、そう思うのは当然かもし

れません。けれど私は、なんだかとてもショックで悲しくなりました。私は、日本に

いる友だちが恋しくなったり、インタビューの前に他の希望の家の子とお別れする時

に「また会いたいな。」と思ったりしたので、「友だちにもう会いたくない」という言

葉に込められている憎しみや悲しみ、怒りを感じて、言葉が出ませんでした。彼は今

後「友だち」という存在を信じられるのだろうか。彼はまだ私と同い歳の 15 歳です。

これからたくさんの出会いをすると思います。その中で、彼が「また会いたい」と思

える、犯罪の道などへ行ってしまったりピアプレッシャーでつながる仲間ではなく、

良い影響を与え合える友だちができたら良いなと思いました。いや、こんなに優しく

て素敵な笑顔の彼なら絶対にできるはず。 

また、そんな彼が友だちを恨んだり、悪い影響を与えられたと思わせてしまうよう

になる「犯罪」や、夜に街に出る子どもへの大人の対応、彼らの保護や心のケアが充

分に行われていないのではないだろうかという〝現状″に、問題があると感じました。 

ファイアーの昔の友だちだってきっと、犯罪というつながりがなくても夜に街を出歩

かなくても友だちになれたはずです。私はファイアーの一言で、世界の子どもを取り

巻く問題が少し知れた気がしました。 

インタビューの終わりには、ショックと、彼が話したくなかったかもしれない自分

の過去を話してくれたことへの感謝、敬意で泣いてしまいました。ファイアーは握手

してくれて、私が涙をふいていると遠くから手を振ってくれてとても嬉しかったです。 

 

キャリーとのインタビュー 

 

次に私がインタビューしたのは、14 歳のキャリーという女の子です。まだファイ

アーとのインタビューの心の整理ができていなくて、正直しっかりインタビューでき

る自信はなかったけれど、歳も近い女の子なので心を開いてくれるかもしれないと思

い、インタビューに臨みました。（自己紹介やゲームの時にいなっかたので初対面） 
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キャリーは下を向いてキ

ョロキョロしていて、怯えて

いるようでした。私は、どう

にかキャリーに安心感を与

えたいと思いましたが、なか

なか目も合わず不安なまま

インタビューが始まりまし

た。 

 

 

 

 

─ここではどのような生活をしているのですか？ 

「寝るか、皿洗いなどの家事をしています。」 

私は、家事をするのは大変そうだと思って聞きました。 

 

─皿洗いなどの家事をすることは好きですか？ 

すると、返ってきたのは衝撃な答え。 

「はい。好きです。他にやることがないから。」 

他にやることがないから皿洗いが楽しいなんて…14 歳の女の子の発したこの言葉 

から、希望の家での生活は、彼女の好きなことのできる自由が確保されていないのだ

ろうと感じたし、14 歳の女の子が言うことだとは思えずびっくりしました。 

 

─もし家事をしなくてよくて自由だったら何がしたいですか？ 

「外を散歩したいです。」 

 

─いつもは、外には出られないんですか？ 

「はい、出られません。部屋の外なら出れる時もあるけれど、建物の外には出られま 

せん。」 

彼女は外に出ることも許されず、好きなこともできず、皿洗いでひまをつぶしてい 

るのか・・・。毎日学校に通ったり、遊んだりしている自分とはあまりにも違くて、

しかも１つ年下の女の子なのに…。とてもショックでした。 

そして私は、一番聞きたかった質問をしました。 

 

─どうしてここに来たか教えてもらえますか？ 

すると、「言えない」と言われてしまいました。 

私は、どうしようととても焦りました。彼女のことを、彼女のバックグラウンドを 
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知るには大切なことだし、彼女の過去を知りたいという思いが、「この次どうすれば

良いんだろう」「キャリーを傷つけたかな」という焦り、不安へと変わっていきまし

た。そして何より、答えてもらえなかったことがとても悲しかったです。歳の近い同

じ女の子だけども、そう簡単には心を開いてもらえるわけじゃないし、分かり合えな

いんだ…そう思い、また泣いてしまいました。 

 

─どうして、言いたくないですか？ 

「心の準備ができていないからです。」 

私は彼女の過去につけ入ろうとして、戸惑わせ、傷つけてしまった。そう感じまし 

た。そこで、過去が分からなくても、今は未来の話をしようと思い、質問を〝これか

らのこと″に変えました。 

 

─ここを出れたら、何がしたいですか？ 

「今までの友だちにはもう会わず、学校に通ってファッションデザイナーになる勉強 

がしたいです。」 

 

─どうして、今までの友だちとは会わないのですか？ 

「今までの友だちは、本当の友だちじゃないからです。」 

〝本当の友だち″じゃない…。きっとキャリーも、ファイアーのように友だちから 

影響を受けて今に至るのだろう。そう感じました。 

 

─キャリーにとって、〝本当の友だち″とは？ 

「・・・表現するのは難しいけれど、彼らは本当の友だちではない。」それが答えでし

た。確かに、本当の友だちとは何かという質問は難しかったと思いますが、彼女にと

っての前会っていた友だちは、友情だけではない何か、犯罪だったりピアプレッシャ

ーだったりがあって成り立っていた関係で、本当の友だちではなかったのでしょう。 

 

私は、彼女の過去に立ち入って、触れてほしくなかったであろう所にも踏み込んで 

しまった罪悪感でいっぱいになり、涙が抑えられませんでした。しかし、傷つけてし

まった分、最後には彼女に明るい未来を、希望を持ってもらえる質問をしようと思っ

て、 

 

─将来ファッションデザイナーになったら何を作りたいですか？ 

と尋ねました。すると、少しだけ、少しだけだけど笑って、 

「ドレスを作りたいです。」 

と答えてくれました。ここでインタビューは終わりました。 
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私は、「言えない」と答えられてしまってから、彼女の目に見えない心の傷に気が付

き、インタビューをすることはその傷をより深くえぐることではないかと、本能的に

自分にストップをかけていました。けれど、彼女と向き合いたいし、聞きたいことが

ある。その気持ちの葛藤で、結局は彼女の傷を深めないことを優先しました。「なぜこ

こに来たのか」についての傷を深くするのは、彼女にとってただ悲しくさせてしまう

だけだし、彼女をこれ以上悲しめてはいけないと思ったのです。しかし、それで私は

彼女を「知ろう」という気持ちより、「傷つけないように…」と思いながら、おそるお

そるインタビューをしていました。「もっと相手のことを知りたい。」と思う気持ちが

消えてしまっていたのです。私は彼女と本気で向き合いきれなかったということです。

それが悔しくてふがいなくて、泣くことしかできませんでした。菜津紀さんやスタッ

フの方が励ましてはくれたけど、やはり悔しいし、悲しいし、キャリーにもただ嫌な

思いをさせてしまっただけで終わってしまったことを申し訳なく思いました。「キャ

リーごめんね。」と心の中で叫びながら泣きました。 

  

しかし、希望の家を出る真際、キャリーが外から中が見える部屋から、にっこりと

笑顔で手を振ってくれたのです。私は本当に嬉しくて、笑顔で手を振り返しました。

そこで私は、「インタビューをして良かった。」と心から思うことができました。私は

自分なりに、彼女に向き合うことができたのだから。インタビューの最後でも夢を語

ってくれたり、こうして手を振ってくれたりして、ほんの少しだけ「友だち」になれ

たのではないかと思えて、とても嬉しかったです。 

 

～その後の希望の家の友だちについて～ 

数日後、フィリピンの KnK スタッフの方が話してくれました。私がインタビュー

したファイアーと、叶多くんがインタビューしたロイ（14 歳の男の子）が、今、希

望の家を出る手続きをしているということです。私はそれを聞いて、自分のことのよ

うに心から嬉しくなったのを鮮明に覚えています。希望の家の子どもたちは、ソーシ

ャルワーカーからの事情などの聴取をきちんと受けられないがために、本来ここにい

るべきでない子がいたり、周りの大人たちが子どもたちの事情を把握していないケー

スが多いです。そのため、私たちがこうして子どもたちにインタビューすることで、

子どもたちの事情が分かることもあるのだといいます。私は、泣いてしまったり上手

にインタビューできなかったけど、それでも少しだけファイアーの力になれたことが

とても嬉しかったです。それは“支援”というものとは違った、友だちとしての視点

だからできることです。友だちの話をたくさん聞いて、彼らの事情や思いを理解し、

大人にも理解してもらい助けてもらうように協力する。友情のレポーターとして、子

どもという同じ目線から、個人個人を一人一人の友だちとして、インタビューしてい

ったことで、子どもたちの力になれたと実感しました。 
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その反面、私が気にかかっていたのは、キャリーのことです。私がもっと彼女の話

をうまく聞き出せて、彼女の事情やバックグラウンドが知れたら、彼女もここを出れ

たかもしれない。私は、数少ない彼女が自由になれるチャンスを活かすことができな

かったのです。私は、悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。友情のレ

ポーターが、“子どもたちを希望の家から出す”という主旨でインタビューしたわけ

ではないのは分かっていましたが、やはり悔しかったし、「私のせいでキャリーはこ

こからでられない…」と思って自分を責めたし、ふがいなさを感じました。もし、傷

つけてしまうとしても、それは一瞬だったかもしれない。私は、それを恐れて彼女の

一生に関わるチャンスを逃してしまった。しかし、どうアプローチしても彼女は「言

えない」と言ったかもしれないし、無理やり聞き出すようなことをしては友だちには

なれなかったと思うし、けれどもやっぱり・・・と、ずっとモヤモヤしていて、毎日

ふとした瞬間にキャリーの顔が頭をよぎりました。菜津紀さんやスタッフの方にも相

談して、励ましてもらったけれどやっぱり「キャリーごめんね。」と心の中で何度も謝

りました。次に会えたら、「ごめんね」…じゃなくて、「ありがとう」と言いたいな、

とも。 

 

しかし、そのさらに数日後。 

キャリーが KnK を介してではないけれど希望の家を出る手続きをしているという

話を聞きました。聞いた時は嬉しくて叫んでしまいました。よかった…。よかったね、

と心の中でキャリーに言いました。今まで、これほど友だちの出来事を自分事に喜ん

だことはありませんでした。 

また、フィリピンのスタッフの方に頼んで、「この前はインタビューに答えてくれ

てありがとう。将来、私のドレスもデザインしてね。」と伝言してもらいました。本当

に良かったです。 

 

早くキャリーに直接会って「ありがとう」と言いたいし、ドレスを作ってほしいな。

最後には、自分のしたインタビューに後悔は残りませんでした。最初のインタビュー

ながら、とても心に残る経験になりました。 

 

＜2 日目 ②ストリートチルドレンとの出会い＞ 

続いてマニラ圏内のストリートに行きました。ストリートに入ると、足元がガタガ

タしていてゴミも沢山落ちていて、とても暑かったです。日本にこのような場所はな

いので、「ついに来た…」という感じでした。まず、路地裏の細い通りに入りました。

とても暗くて足元がヌメヌメしていて、アンモニアのような臭いがしました。段ボー

ルの上に寝る少年と、その横に寝る女の子…初めて、この目で見たストリートチルド

レンでした。本やテレビで見ていたストリートチルドレンを自分の目で見た時の動揺

や、感じたリアリティは忘れられません。 
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最初に会った男の子 2 人（10 歳前後）

に話を聞くと、「シンナーを吸うためにここ

へ来た」と言っていました。私は衝撃を受

けました。ストリートチルドレンがシンナ

ーを吸うというケースは本などで知ってい

たけれど、いざ目の前にいる子が…と思う

と驚かずにはいられませんでした。シンナ

ーを吸う理由は教えてもらえなかったけれ

▲「指さし会話帳」で交流          ど、その後に食事をしにお店に行った時、 

とても美味しそうにたくさん食べていたのを見て、空腹を紛らわすという理由もある

のだろうと察しました。 

 

もう一人出会ったのは、8 歳のアリーと

いう女の子です。家がなくて、両親もいな

い。以前はシェルターに入っていたけれ

ど、そこでいじめを受けて出てきて、今は

路上生活をしています。そんな彼女が「私

も KnK ハウスに入れてよ」と言う目はと

てもさみしそうで切なかったです。別れが

名残り惜しく感じました。 

礼儀正しく賢そうなアリー▲ 

 

帰り際、ストリートにいた大人と少しもめ事になってしまいました。写真のプライ

バシーの問題や公開について言われ、国際協力における意思疎通や、相互理解の難し

さを実感しました。 

 

その後はまた、別のストリートに行きました。15 人くらいの子どもたちが出迎え

てくれて、路上ではなく少し離れた場所で取材することになりました。インタビュー

に応じたい子を募ると、2 人手を挙げてくれました。私はそのうち、女の子にインタ

ビューすることになりました。 

 

ミッシェルとのインタビュー 

 

私は、数多くのインタビューの中で、この女の子にしたインタビューが一番印象に

残っています。 

彼女は 14 歳のミッシェル。元気なムードメーカーという感じで、笑顔が印象的な

子です。取材の前に私が「そのヘアバンドかわいいね！」と、ミッシェルのつけてい
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たヘアバンドをほめると、なんと私につけてくれました。彼女の明るい態度のおかげ

で、すぐ打ち解けられました。しかし、インタビューを通して、彼女の明るさにひそ

む様々なものが感じられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、まず彼女のおしゃれな見た目が目についたので、こう言ってみました。 

─おしゃれな服やアクセサリーをつけているね。どこで買ったの？ 

「この T シャツは、義理のお母さんが思い出として私にくれたの。」 

そこから、彼女のバックグラウンドが少しずつ明らかになっていきます。 

 

─義理のお母さんとは一緒に住んでいるの？ 

「住んでいない。家もない。」 

だから彼女は路上生活をしているのか…私は彼女の生活について尋ねようと思い 

ました。 

 

─生活の中で楽しいと感じることは何？ 

ミッシェルの答えは、衝撃的なものでした。 

「私は、家もないし学校に行ったこともないから 

                 楽しいことはない。」 

楽しいことはない─この言葉が私の胸を打ちました。あんなに明るく振舞っていた

彼女は、はたから見れば楽しそうに見えるけれど、本当は辛かったのか…。とても驚

きました。 

そして何より、家がなくて学校にも行ったことがないから、楽しいことがない、な
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んて…私の周り、日本ではまずないでしょう。友レポの取材の中でも、この言葉が一

番心に残っているし、大きなショックを受けました。 

 

─今、ここで仲間たち（他のストリートチルドレン）と遊んでいるのは楽しい？ 

「楽しくない。」 

正直、楽しいと答えてほしかった自分がいました。しかし、これが彼女の正直な思 

いであり、ストリートでの生活の辛さを表していました。 

 

では、彼女にとって楽しいこと、幸せなこととは何だろう？そう思って、私は聞き 

ました。 

 

─じゃあ、何が幸せなことだと思う？ 

「学校に通って、学校を修了して、家があって仕事があって、バラバラになった家族 

と会えたら幸せだと思う。」 

 

☆それが彼女の幸せだった。私にとって“当たり前”だった。当たり前は、当たり前 

じゃない、幸せなことなんだ─ 

 

明るく振舞ってくれていただけに、インタビューでのミッシェルの言葉に大きなシ

ョックを受け、また泣きそうになっていると、清水さんから「そのヘアバンドはどう

したの？」と聞かれたので、「貸してくれました。」と言うと、なんとプレゼントして

くれるのだという。とっても嬉しかった。自分のものを私にくれるなんて…出会った

ばかりだけど、私に心を開いてくれて、喜ばせようとしてくれたのだと思って、今度

は嬉し泣きしそうだった。ミッシェルと友だちになれたかな。ありがとう、こんなか

わいいヘアバンドを私なんかのためにくれて本当に嬉しい。それを伝えたくて、「This 

is my treasure!」と言うと照れ笑いしてくれました。彼女の笑顔の裏には辛い過去が

ある。笑顔や笑い声、明るい態度も無理をして造っているのかもしれない。それでも、

やっぱり彼女の笑顔や明るさは人を幸せにすると思いました。 

 

その後、KnK の T シャツに皆の名前を

書いてもらいました。「友レポっぽい！」と

思って感動したし皆との出会いが刻まれて

嬉しかったです。 

 

すると、ミッシェルが「私の T シャツの

袖に名前を日本語で書いて！」と言ってき

ました。私は、思い出の義理のお母さんから
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もらった T シャツなのに良いのかとびっ

くりしたけれど、右袖に「りく」とひらが

なで書きました。すると、他の子どもたち

にも頼まれ、服や手に名前を書きました。

子どもたちの名前をカタカナで書いたり、

ハートや星も頼まれて書くと、すごく喜

んでくれて私も嬉しくなりました。 

 

 

最後に、ミッシェルに「ミッシェル LOVE りくって書いて。」と言われた時はとて

も嬉しくて、こんな友だちができて良かったと思いました。腕に大きく書いたその字

が消えても、私のことを覚えててくれたらなと思います。 

 

取材 1 日目から、たくさんの友だちに出会ってたくさん学ぶことができました。 

 

＜3 日目 「若者の家」＞        

「若者の家」とは？ 

 親と暮らせない子どもに安定した衣食住、教育機

会、心のケアを与える自立支援施設。 

 

3 日目は「若者の家」に行きました。どんな子ど

もたちと会えるのだろうと、ワクワクと少しの緊張

した気持ちを持って、中に入ると、早速ウェルカム

ボードが！！ 

▲大きな民家のようできれいな水色 

 

大きな広場のような部屋に行くと、パヤタスとい

う地域から来た男の子 2 人と女の子 1 人がいまし

た。初対面で、「どうコミュニケーションを取ろう…」

と思いましたが、『指差し会話帳』というタガログ語

の本を使ったり、現地スタッフの方に英語で「～は

何と言うのか？」と聞いて教えてもらったりして、タガログ語での会話にチャレンジ

してみました。名前や年齢などの他にも、「趣味は？」「好きな果物は？」といった質

問をタガログ語でしました。そこにいた子たちと同じ言語で会話できるだけで距離が

縮まった気がしたし、私のぎこちないタガログ語を理解しようとしてくれる皆の暖か

さを感じました。徐々に「若者の家」の子たちもやって来て、皆集合です。 
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バゴンシーランから来た 3 人の子とも

合流しました。子どもたちが歓迎のダンス

を踊ってくれた後、私と叶多くんも入って

ソーラン節を踊りました。振りもわからな

いけれど、皆をマネして即興でやりました。

それでも思ったよりできて楽しかったし、

こうやって気軽にダンスに誘ってくれた

りする陽気さがとても良いなと思いまし

た。その後も歌を歌ったり、お喋りしなが

らお昼ご飯を食べて、明るく楽しい雰囲気でした。 

 

ごはんの時間が終わると、日本紹介をしました。 

 

《紙芝居》 

まず、私が担当の紙芝居です。大勢の前で話すのはとても緊張しましたが、雪だる

まを貼って作ってもらったり、箸を持ってもらって、実際に日本文化を体験してもら

い、皆楽しんでくれて嬉しかったです。 

《コマ》 

次に、叶多くんが作ったコマで遊びました。ペットボトルのふたに穴を開けてつま

ようじを刺して作ったものです。 
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これが想像以上に大盛り上がり！！ 

皆でワイワイ騒ぎながら競争しました。 

「勝負だ！」「こっちが強い！」などと言 

いながら、皆でコマを回しました。一緒に 

やろうと話しかけてくれた子も多くて嬉し 

かったです。私はふと、皆が盛り上がって 

いる光景を見て、皆がそれぞれ違う場所か 

ら来ていたり、色々な過去があったとして 

も、そんなの関係なしに共に楽しんでいることに気付き、感動しました。そして、 

「国境なき子どもたち」という言葉がぴったりだと感じました。 

 

その後は、4 日目の写真ワークショッ

プに参加する子どもたちで、写真講習会

を行いました。カメラの使い方を教えて

もらい、写真を撮る練習をするため、安

田菜津紀さんにレクチャーしてもらい、

いざ、皆がカメラを手に持ちます。写真

のテーマは「宝探し」。“皆にとって宝物

とは何か？”を最初に考えてもらい、そ

れを写真でどのように表現するか考え

ながらそれぞれの宝物を撮ります。 

 

 

皆の宝物は？ 

・「若者の家」  

・教育 

・学校  

・家族 

・友だち など… 

 

▲セルフィーを撮る 2 人       ▲皆でこんな写真を撮る場面も!! 

 

皆、カメラに興味しんしんで待ち時間にも隙あらばパシャパシャと写真を撮ってい

ました。皆が目を輝かせながら自分の宝物を写真に収めている姿を見ていると、私は

この時間こそ宝物だなと思いました。30 分の時間があっという間に感じられました。

皆のカメラにはそれぞれの宝物がつまっています。 
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私は、初対面であろう子同士が写真を撮り

あったり見せ合ったり、写真をきっかけに交

流しているところや、子どもたちと菜津紀さ

んや清水さん、現地スタッフの方がふれ合っ

ているのを見て、友情はもちろん広い枠組み

での「家族」を感じ、そのような関係が宝物

であると思いました。 

 

 

 

＜4 日目 写真ワークショップ in バゴンシーラン＞ 

4 日目はいよいよ、バゴンシーランで写真ワークショップです。「若者の家」の子

どもたちとバゴンシーランのストリートチルドレンの 8 人と一緒に、宝探しをテー

マに写真を撮ります。 

仕事に行っている子が来て全員そろうまでの間、バゴンシーランの建物の中で皆で

折り紙をしたり、写真を撮る練習をしたり、フィリピンで有名な歌遊びをして盛り上

がりました。 
 さ 

▲撮った写真を楽しそうに見せ合う子どもたち▲ 

 

◄皆で歌あそび。距離が縮まりました！ 

 

皆で楽しくお昼ごはんを食べ、午後からは

バゴンシーランの子どもたちに聞いた、2 つ

のおすすめスポットへ行って写真ワークショ

ップを行いました。 
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《マーケット》 

まずはマーケットへ！色とりどりの野菜が

ズラリと並んでいて子どもたちも目を輝かせ

て次々シャッターを切っていました。市場に

は彼らと同い歳くらいの子や友だちのような

子も、働いていたり店番をしていました。 

子どもたちには野菜の写真が人気。きれい

で栄養があり、「お母さんがよくくれた」とい

うようなエピソードつきの子もいました。 

 

   

ランブータン 一人の子にすすめられて人生で初めて食べました。美味しかったです！▲ 

 

《公園》 

その後は公園に行き、皆で楽しく遊びながら写真を撮りました。皆、無邪気な笑顔

で元気に遊びまわっていて、皆のはじけるような笑い声や、くっついてシーソーやブ

ランコに乗る姿は、見ているだけでも楽しかったです。 
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私は、この時間は、ここにいる 8 人が

自分の背負っているもの、抱えているもの

を何もかも忘れて、子どもとして楽しめる

時間だったのだろうと思います。彼らとそ

のような時間を過ごせたことが、私の宝物

になりました。 

 

「宝物って何だろう？」 

ワークショップの後は、子どもたちに気

に入った写真 5 枚と選んだ理由を書いても

らいました。 

 

この日でお別れの子もいてさみしかった

けれど、皆と宝物の時間を過ごすことがで

きて良かったと思います。また、皆と遊び 

たいし、宝探しをしたい！！ 
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～子どもたちとの出会い～ 

＜5、6 日目 バゴンシーラン家庭訪問＞ 

アレックスとの出会い 

アレックス、13 歳。マーケットで仕事をして

いて、公立の学校には通っていません。KnK のノ

ンフォーマル教育のクラスに週 3 回通い、小学校

卒業の資格を取得するため勉強しています。朝か

らお母さんを手伝い、一緒に野菜を売りに行った

り、両親が家にいない時は、家事や兄弟の面倒を

見るのに忙しいそうです。 

 

私は、彼に生活の中で楽しいこ 

とを聞いたときが一番印象に残っ

ています。彼は、人を助けることが

楽しいと言いました。「助けた人の

笑顔を見られるし、“ありがとう。”

という言葉を聞けるのが嬉しいか

ら。」私はこれを聞いて、彼をとて

もかっこいいと思ったし、私もこ 

んな人になりたい、と思いました。 

 

しかし、「仕事がなかったら毎日学校に通いたいか？」と聞くと、「通いたい。」と即

答したし、「警察官になりたいけれど学校に通わないとなれないだろうから、なれる

か分からない。」と少しさみしそうに話していました。また、ゲームやバスケをするの

が好きという子どもらしい一面も見れて、私は、彼にはもっと自分自身のために、勉

強したり遊んだりする時間が必要なのではないかと感じました。しかし、仕事の中に

やりがいを見出しているアレックスは輝いて見えたし、素敵だと思いました。また、

「今の生活を変えたいか？」と聞くと、「思わない。自分の人生だから。」とはっきり

答えたその言葉も本当の気持ちであると伝わったので、私は複雑な心境になりました。 

 

アッシュとの出会い 

 

アッシュ、8 歳。彼女は私に初めてできた、妹のような存在です。私に「お姉さん

になってほしい。」と言ってくれたり、折紙に「Ate（お姉さん）Riku」と書いてくれ

たりして、ずっと一人っ子の私にとってはとても嬉しかったし、とてもかわいいと思

いました。 
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しかし、家庭訪問に行くと、彼女の小さな体で背負っている苦労が見られました。

明らかに窮屈そうな寝るためのマットも、家族のことを気にしてか「これで充分よ。」

と言ったり、「5 時からジャガイモを売りにマーケットに行く。」という言葉を聞いて、

いつもの元気に遊んでいた姿や、家族を楽しそうに紹介してくれた姿とのギャップを

感じました。また、こんな小さな女の子が働かなければいけない、がまんして窮屈な

思いをしなければならない…その現実に衝撃を受けました。アッシュは家族とも仲良

く暮らしているようでしたが、やはりこの現実は変えなくてはいけないのではないか

と強く思いました。 

 
 

～KnK リーディングキャンプ～ 

KnK の活動の一つである、リーディン

グキャンプを見せてもらいました。路上

にいる子どもや、充分に教育を受けられ

ない子に向けて行っている読み書き教室

です。リーディングキャンプが好きで、

「自分も将来は KnK で働きたい！」と言

う男の子もいて、とても良い活動だと思

ったし、国際協力の現場を見れたのが嬉

しかったです。 
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～まとめ  友情のレポーターで得たもの～ 

私は友情のレポーターとして、約 1 週間フィリピンに滞在し、毎日少しのプログラ

ムの中で数えきれないほど多くのことを学ぶ濃い日々を過ごしました。 

 

私が今まで、何人もの子どもたちと出会って、取材をする中で、一番皆さんに伝え

たいこと、私の中で大きな変化をもたらしたものは… 

 

「彼らは“発展途上国のかわいそうな子たち”なんかじゃない。1 人 1 人が違った人

生、過去、意志、考え、事情…それぞれが違ったものを抱えながら生きている。そこ

から、個性が生まれるんだ。」 

 

という気付きです。 

 

私は今まで、“途上国の子どもをサポートする仕事”に就きたいと言っていました。

ですが、フィリピンに来て分かったことは、同じ国、場所に住んでいたって 1 人 1 人

違った事情があるし、十人十色で本当にいろいろな人がいます。それを“途上国の子

ども”というふうに「大きな主語」でくくって、その中の１人１人を見ることの大切

さも分かっていませんでした。しかし、例えば生活に苦しむ子どもがいたって、根底

が貧困だとしても家庭の問題が関係してきたりして、そのケースは人それぞれです。

私はフィリピンに来るまで、それを細かく見るという発想自体がなく、「途上国で起

きている問題だから、貧しいせいだろう。」という風に片付けていました。しかし、そ

れでは個々が抱えている問題を解決するのは困難で、1 人 1 人が変えられなければ

世界も良くならないでしょう。1 人 1 人を大切にした支援は難しいかもしれません

が、その重要性を感じました。1 つ 1 つの問題を表面だけでなく、原因を探求して解

決法を見つけていく必要があると思いました。それにはインタビュ—のような内面的

に探究するアプローチが不可欠だと思いました。 

 

また、フィリピンで出会った子どもたちは、“発展途上国で苦しむ子どもたち”では

ありません。遠くに住んでいる私の大切な友だちです。彼らは 1 人 1 人、明るかっ

たり、優しかったり、何かに一生懸命打ち込んでいたり…彼らの輝いている姿を沢山

見てきました。今回会った子どもたちだけでなく、世界中の子どもたちだって、1 人

1 人にそれぞれ素敵な所があって、友だちになれるはずです。 

私は、今は“途上国で苦しむ子どもたちを支援する仕事”というのが自分の夢では

ないと思っています。すぐには言葉にできないけれど、子どもたち 1 人 1 人が、安

心して夢を追いかけたり、好きなことをして楽しんだり、学校に行って友だちをつく

ったりできる、そんな世界をつくる力になれたらいいなと思っています。  
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皆に会えて、本当に沢山のことを学び、気付き、考えました。この出会いが私の一

生の宝物です。ずっとずっと、この友情のレポーターになれた経験を大切にしていき

ます。 

              伊藤 里久 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

©国境なき子どもたち／第 33 回友情のレポーター（2019）【禁無断複製・転載】 

knk.or.jp 

第 3３回 友情のレポーター（2019）フィリピン取材レポート 

高橋 叶
かな

多
た

（埼玉県／当時 14 歳） 

 

友情のレポーター 2019！取材レポート！ 

 

こんにちは！そして、Hello po! 2019 年友情のレポーターの高橋叶多です。 

私たちの取材先であるフィリピンから帰国して一週間が経とうとしていますが、こ

れから私が見たこと、聞いたこと、体験したことをこのようなレポートとして皆さん

にお伝えできれば良いと思い、ペンを握っているところです。私自身、考えのまとま

っていないところもあり、伝わりにくい点もあるかと思いますが、素直な気持ちをつ

づっていきたいと思いますので、ぜひ最後までお読みください。 

 

＜はじめに －未知への憧れを抱いて－＞ 

 

美しい。道路・公園・遺跡・街並み… 新鮮さを常に求め続ける性格の私にとって、

海の外の場所というのは、まだ私が小さかったころから、その興味の頂点にありまし

た。まだ自分が一切体験したことのない世界に身を置くというのは、どのような感覚

なのだろうか。考えるだけでワクワクしていました。やがて、年を重ねるにつれて、

海外に行くことにはもう一つの目的が加わりました。それは、現地の人と話すことで

す。私は小学校高学年ごろから国際協力の分野に興味を持ち、イベントにも多く参加

していました。それと同時に同じような興味を持つたくさんの人に出会いました。し

かし、そこで私は思ったのです。本当に現地の人はその支援を必要としているのだろ

うか、と。そんなことも知らずに日本の机の上で考えていてもあまり意味がないので

は、とも。そして、それを知るには、誰かの口ではなく、直接そこへ行って話をしな

ければならないと考えました。そんな私の海外への思いと一致していたのが KnK さ

んの友情のレポーター活動だったのです。そのせいなのか、応募するさいに「これは

絶対受かる！」と妙な自信を持って封筒を送り出しました。 

 

＜いざ！島と太陽と笑顔の国へ！！＞ 

 

島と太陽と笑顔の国というのは、私がフィリピンに行くことに決まり、最初にイメ

ージしたことです。7107 の島から成る熱帯の国、フィリピン。日本との関係も薄く

なく、私も日本でフィリピンにルーツを持つ人たちと出会ったことがあります。そん

な私が出会ったフィリピンにルーツを持つ人たちに共通するのが、明るい笑顔、陽気

で周囲を明るくさせてくれる人たちです。そんなフィリピンに行くのか、と考えを巡
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らせていました。が、全くと言っていいほど実感がわかないのです。出発前日には、

道を歩きながら「こんなにきれいな道は一週間歩けないのか」という意味不明な妄想

までしていました…ですが、出発当日！飛行機を目の前にして「ああ、今から日本で

はないところに行くのか」と実感がわきあがってきました。そして、その飛行機に乗

りこみ、快適な旅を続けること４時間ほど。現地 13 時ごろ、フィリピンの地に足を

踏み入れました。空港の外にでると、日差しと湿った重い空気が押し寄せてきました。

「来たことのない世界へ来たんだ！」という嬉しさのようなこの感覚が大切に思えて、

新しいくつを買った時のように一歩ずつを大切に歩いてしまいました…この日はホ

テルに直行。車の窓の外には、大きな広告やマンションが建ち並び、車の横を多くの

日本車がかすめるように走っていきました。この日が初日でしたが、自分でも驚くほ

どこのフィリピンの環境に適応することができてしまいました。 

 

＜そこに希望はあるのか －充実の取材初日－＞ 

 

2 日目に初めての取材へ。「希望の家」というところに向かいました。「希望の家」

というのは、15 歳から 18 歳までの子どもが犯罪を犯してしまったときに来る場所

です。しかし、移動中の車内で KnK フィリピンスタッフのヘレンさんから、「本当に

そこに希望があるか確かめてきて」と言われ、気をひきしめて、車から降りました。

「希望の家」は学校の隣にありました。木々と柵に覆われた敷地内に入ると大きな声

であいさつをしてくれる子どもたちの姿が。意外にも元気で明るい様子に驚きました。 

そして、男の子たちがいる一室へ案内され、自己紹介をすることになりました。その

ためにまず腰をおろしたときに気になった点がありました。子どもたちの足を見ると

みんな汚い裸足。自分のランニングシューズだけが無駄に目立ちました。ですが目線

を上げて、KnK フィリピンのスタッフのジュンジュンさんが名前と共に年齢やなぜ

ここに来たか、そして将来の夢を一人一人丁寧に聞いていくのに集中しました。特に

年齢や、なぜここに来たかという理由を聞くことには大切な意味があります。それは、

本当にここに入れられている子を探すという目的。先ほど説明した条件に当てはまら

ない子がここに入れられてしまうこともあるそうなのです。そして施設の人がそのよ
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うなことを聞くことはないそうです。私たちは 14 歳だという男の子 2 人に話を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞くことにしました。その中で私は一番はじめのインタビューをすることになり、本

当に緊張していました。インタビュ—をさせてもらったロイも同じように緊張してい

るように見えて、緊張した者同士の話はゆっくりと始まりました。インタビュ—では

出発前にジャーナリストの堀潤さんから教わった、相手の質問への答えで疑問に思っ

た点をもっと知りたいと感じた点について質問をしていくという考え方を活かして

すすめたいと思っていました。しかし初めてのことで会話が止まってしまったり、急

になんの脈絡もない質問をしてしまったり、失敗を重ねてしまいました。そんな私に

もロイは自分の過去や将来のことについて話してくれました。私が一番聞きたかった

のは、彼のファッションデザイナーという夢についてでした。先ほどジュンジュンさ

んが質問したときに答えてくれたこの答え。なんで、そのような職業につきたいと思

ったのだろう？私の予想していたファッションショーに憧れてなどという華やかな

答えは間違いでした。彼が教えてくれた理由は、友達がファッション業界に去ってし

まったから。私にとっては視野外からすっと飛んできた矢のような答えでした。 

その後は、同じく友情のレポーターの里久さんが、1 人の男の子と 1 人の女の子に

話を聞かせてもらっていました。そしてここでの取材は終了。果たしてこの場所に希

望はあったのでしょうか。お手洗いは汚い。ソーシャルワーカーの人は話を聞いてく

れない。部屋までもが格子に囲まれ、そこに一緒に住まう仲間は友と呼べない…私た

ちは数々の彼らにとって苦しいであろう現実を目にしました。しかし、私たちはそれ

以上にある会話をしたのです。そこからは僅かなる希望が見えたと感じました。それ

は夢です。子どもたちがそれぞれ堂々と話す将来の夢はこの場所に居ても消えない、

未来への希望だと思います。 

 

午後はストリートチルドレンの取材に向かいました。到着した先は、大通りから一

本道を横へ入った場所。はじめ、ここに人が暮らしているのかと思ったのですが、小
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さなお店や食堂が並ぶ小さな街が形成され

ていました。もう少し奥へ進むと、水でぬ

かるみ、強烈な臭いのする場所で、段ボー

ルを敷いて過ごす 4 人の子どもの姿が。そ

のうち 2 人の男の子と話をしました。家は

ここではないところにあるそうで、読み書

きができないといいます。食事は十分にと

れていると言っていましたが、食堂に行く

と、ガツガツ料理を口に入れていました。 

 

だんだんと夜が近づいてきたのです

が、別の場所にも向かいました。夜が多く

の子どもたちが路上にでてくる時間。私

がそこでインタビューさせてもらったポ

ールも、日中は家で過ごし、夕方になると

路上でふらふらすると言っていました。

そこにも 20 人ほどの子どもたちが集ま

ってくれました。私たちと同じくらいか

それ以上だと思われる子たちは、ネック

レスかタトゥーですごくオシャレに見えます。しかし、目だけが輝いていないように

私には見えました。 

 

＜子どもたちが過ごす“世界”－バゴンシーランを訪ねて－＞ 

 

 フィリピンに到着して 3 日目。この日は KnK が運営している若者の家へ。もうす

ぐ到着、というところで車が警備員さんのいるゲートを通りました。後で、この旅に

同行してくださった清水さんに聞いたところ、一定層以上の人が住む住宅というのは、

このようなセキュリティチェックのあるゲートがある土地にあるそうです。昨日見た

あの小さな街にはそんなものはなかった…そして、到着！水色の 2 階建ての建物が

明るい雰囲気をかもしだす敷地内には笑顔があふれていました。建物の中へ入り何や

ら歓迎会を開いてくれるというので、広い一室へ。そこでは、若者の家の子どもたち

が歌やダンスを披露してくれたり、私たちも負けじと日本紹介をしたりする交流会み

たいなものを行いました。そしてそのままランチへ。私はこの日で一番このランチが

記憶に残っています。ランチの中、私は一人の男の子と仲良くなることができました。

コミュニケーションツールは英語。しかし、私の英語力では会話がつながらないこと

もなんどか…それがすごい悔しくて、もどかしかった！なんどもフィリピンで英語を

使う場面があったけれど、自分の英語力を一番、悔しいと思いました。翌日は今回の 
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旅のメインイベント（！？）安田さんとの写真ワークショップの本番でした。前日に

ワークショップに参加する子たちも若者の家に集まり、自己紹介をしました。また、

オリンパスさんから貸していただいたカメラで写真を撮る練習もし、準備万端！撮影

地として、マニラでも大きなスラム街、バゴンシーランという街を訪れました。ここ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではなんといっても、3 輪バイクタクシーやジープニー（バス）が目立ちます。それ

らの音もあり、街は活気づいているように見えました。そして、みんなとの集合場所

へ。しかしここで参加者の一人、アレックスが仕事が終わらず、マーケットにいると

いう情報が。こんな日にも仕事に行かなければならないのかな？という疑問が頭の中

をよぎりました。やがてアレックスも合流し、マーケットと公園という 2 つの撮影ス

ポットに向かいました。まずはじめに訪れたマーケットでは、建物の周りに、色のパ
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ラソルの下で野菜などを売る人たちの姿が。そしてそれらの店には多くの子どもたち

の姿がありました。人々の疑いと歓迎の視線を受けながら、建物の中へすすみます。

建物の中でもあまり清潔とは言えない環境でしたが、マーケットの人たちは気にする

様子もなく品物を売り買いしていました。私たちもランブータンというらしき果物を

食べさせてもらいました。強く押して外側の赤くとげの形をした殻をとり、ぶどうの

実のような部分を食べます。これがおいしい！売っているものは新鮮だと確認できま

した。つづいて広い公園へ。ここには、屋根つきのバスケットボールコートや、セパ

(タクロー)と呼ばれるフィリピンのスポーツをできる場所がありました。遊びに来て 

いる子どもたちの数も多く、ダンスやバレーボールなど他の遊びを楽しんでいる子も

いました。ここには、本当に多くの笑顔がありました。マーケットからここへ来ると、

どうしてもこの笑顔を見るのがつらかったです。こんなにも近くなのに、楽しく遊ん

でいる子と、笑顔も見せず仕事をしている子。子どもたちにとって幸せなのはどちら

なのでしょうか。 

 

今回の旅も中盤に差し迫ったこの日は、写真ワークショップで仲良くなった 2 人

のお家におじゃまさせてもらうことになりました。2 人のお家を訪問する前に、バゴ

ンシーランで行われているノンフォーマル教育（公立の学校でないところで勉強する

こと）のスクールを少し見学させてもらい

ました。そのスクールは教会だと思われる 

建物の中で行われていました。黒板もホワ

イトボードもないこの場所で、先生が手作

りの教材を使って授業をしていました。そ

の中で、20 歳だという女性の人にお話を

聞きました。彼女は働きながらこのスクー

ルに通っているそうで、楽しく勉強できて

いると教えてくれました。今回、見学させ

てもらったクラスは、高校卒業資格の認定
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試験に合格をすることを目指して勉強しているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、ここで私がフィリピンで様々な人から教えていただいてわかった、フィリピンの

教育の仕組みを紹介します。 

    

・フィリピンの教育の仕組み 

         小学校  1～6 Grade 

                 卒業認定試験 ←読み書きができないところから勉強を始めるの 

                 で問題が読めないということも… 

 “セカンダリー” 中学校 7～ Grade      （もし学校をやめてしまったら） 

と呼ばれる    高校  ～12Grade       

          卒業認定試験 ←ここに合格することを目指す。 

                 ここに合格すると、様々な仕事に就けるよう

になる→ 給料があがる!             

 

次にアレックスのお家にお

じゃまさせてもらうことにな

りました。市場から少し離れた

ところにある 2 階建てのお家

です。まず、アレックスにイン

タビューをさせてもらいまし

た。日射しが照り付ける中、洗

濯物が干された生活感あふれ

るバルコニーで最初に一日の

生活について教えてもらいま

した。話を聞くとアレックスの
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生活には 3 つの柱があると感じました。仕事、家事、スクールです。アレックスの仕

事というのは、運び屋です。マーケットで野菜などを運んでいるそうです。その仕事

は近所の友達を手伝うためにやっていると教えてくれました。家事では、兄弟の世話

をしたり、アレックスいわく一番大変な洗濯をしたりします。そして KnK のスクー

ルがある日には、そこへも通っています。そんな忙しく大変そうな生活についてどう

思っているのかを尋ねてみました。アレックスから返ってきたのは、今の生活は変わ

らなくていい、という答え。今の生活は家族と暮らせているし、人の役に立てている

から幸せなのだそうです。 

アレックスにお家の中も案内してもらいました。アレックスは主に一階で生活して

いるそうで、一階に一つだけある部屋（空間？）が寝室兼リビング兼キッチンなのだ

そうです。インタビュー中から盛り上がっていたおばけの部屋も案内してもらいまし

た。日中なのに暗くひんやりしていて、出て
・ ・

も
・

おかしくないところでした。おばけの

話題、盛り上がるのは、世界共通なのかもと感じました。 

 

午後はアシュという女の子のお家におじゃまさせてもらいました。にぎわいのある

一角から細い道を一本入ったところにあるお家です。今回はレポ形式ということで、

私がビデオカメラを持ち、里久さんとアシュが家の中をレポートするという方法で取

材を行いました。 

 

まず入り口を入り 2 階へ。雨などで増水してしまうと浸水してしまうので 1 階は

使っていないのだそうです。最近、引っ越してきたというこのお家をアシュは気に入

っているそうです。家の中にはその日、マーケットに売りに行くというじゃがいもが

置いてありました。アシュもいっしょに手伝いに行くそうです...  

 

翌日もバゴンシーランの街を訪ねました。街の様子にも慣れてきたな、と思いつつ、

通りがかったマーケットで驚くべきことが！なんと一昨日みた建物の外に並ぶ七色

のパラソルたちが全て消えていたのです！！ フィリピンのスタッフさんによると、

交通障害の原因になるということで、役所に一掃されて、禁止されたそうです。（もと

もと公道上で物を売っていたわけなのですが）あの人たちにとっては大切な収入源な
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のにも関わらずです。まずは役所の人がそれを知っていることを願います。そんな少

し雰囲気の違うバゴンシーランで、今日はヨハンのお家を訪ねることになりました。 

ヨハンと合流し、お家へ案内してもらいます。少し狭めの入り口をくぐるとヨハンの

家族が迎えてくれました。この日は私がレポートをする番。マイクを強くにぎりしめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている私の横で、ヨハンが家の中を案内してくれました。と、言っても部屋は主に私

たちが今いる一室だけ。どこで寝ているの？と尋ねると、ヨハンはシートと枕を取り

出してきて、そのまま床に横になりました。試しに私も寝てみると、床の固い感触を

ダイレクトに感じ、良いとは言えない寝心地でしたが、悪いというわけでもありませ 

んでした。そのとき、清水さんに 1 晩眠れますか？

と聞かれたので、寝れると思いますと答えました。ヨ

ハンがここから目覚めるのは、朝の 4 時か 5 時。学

校が二部制なので、6 時にはスタートします。家に帰

ってくるのは 12 時で、2 時か 3 時ごろから市場で

掃除の仕事をはじめます。そこから 8 時まで市場で

過ごします。稼いだ 100～120 ペソ(200 円弱)は

祖母に渡したり、学校へ通うための費用に充てている

そうです。私がヨハンとのお話の中で一番印象に残っ

ているのは家族のことについて聞いたときのことで

す。先ほど、ヨハンの家族が迎えてくれたと書いたの

ですが、私が父・母と思っていたのは、おじさん一家

だったのです。母は別のパートナーのところにいるそ

うで、私がそのことをはじめて知ったときに母のこと

についてどう思う？と質問したときには、「お母さんが幸せなら理解する」と答えて

くれました。ですが、その後、最近楽しかったことはなに？と聞いたときに、「新年に

お母さんと義理の兄弟にあったこと」と教えてくれたのです。きっとヨハンはこの忙
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しい日々でもお母さんのことをずっと忘れていないのだと思います。 

 

昼食後はジュンジュンさんがマーケット

で行っているリーディングキャンプ(読み

書き教室)の様子を見学。内容は絵本の読み

聞かせをするというものなのですが、ヨハ

ンによると、本を読めること自体が珍しい

ことなのだそう。通りがかりの人やマーケ

ットの人も、なにをやっているのだろう？

と興味を持ってのぞいて行く様子も印象に

残っています。 

 

この 3 日間でバゴンシーランという街を

訪れてみて、ここは別世界のようだ、と感

じました。街は何もない道の途中に突然入

口が現れます。そして、実際に一緒に行動

するなかで、子どもたちは街の外の様子を

知らないのだと感じました。もう 1 つこの

ように考えた理由があります。それは、子

どもたちの夢がそれぞれの身の周りにある

ものがほとんどだということ。警察官や消防士など…バゴンシーランの街、子どもた

ちの生活にも身近に感じることができるであろう職業です。さらに、写真ワークショ

ップで使ったカメラ。これも、ここに住む人たちにとっては珍しいもののようでした。

道ゆく人に撮って！と合図されたり、カメラを使わせてくれてありがとう、と言って

くれた子もいました。きっとここにはここに住む人たちの社会が築かれているのだと

思います。そして、新たな情報・文化を知る道具などがないために、ほかの場所に住

んでいる人の様子だったりを知ることなく生活しているのだ、と私は思いました。 
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＜“友情”のレポーターとして —Last interview—  ＞ 

 

取材最終日。若者の家で一人の男の子にインタビュ—をさせてもらいました。彼と

の会話の中で一番印象に残っているのは、お父さんについて聞いたときのことです。

彼は私たちにこう教えてくれました。「あんなことをされて悲しかった。だけどお父

さんの心も時がたてば変わると思う」と。彼の強さ、愛があふれていた言葉でした。

友情のレポーターの取材では、インタビュ—に応じてくれた子の素の顔に触れること

がなんどかありました。その時に私が感じるのは、「あっ、今この空間を共有してい

る」という感覚。すっと空気が軽くなるような感覚です。これこそが“友情”のレポ

ーターの一番大切な部分だったのではないかと、今ふりかえっていて感じます。お互

いに友として認めあえた時のこの感覚を忘れたくない、と思います。 

 

＜帰ってきてからわかることもある —ただいま！日本—  ＞ 

 

もわっ。成田空港の扉をくぐり、日本の空気に迎えられました。帰宅すると家族と

家が本当に大切なものに感じられました。そして、すぐにフィリピンの子どもたちを

思い出す自分がいました。あの子たちは、こんなにも大切な人を失ったり、大切な人

に裏切られてしまったのだ。痛みをわかったつもりでいた自分が恥ずかしくなりまし

た。そんな過去とその人なりに向き合い、前を向いて生きていたあの子たちが、どん

なに強いのか、今さらながら感じました。 

 

＜想像しよう —取材を終えて— ＞ 

 

最後に、この旅を終えた今、みなさんに一番お伝えしたいことを記してこのレポー

トを終わりにしたいと思います。 

フィリピンの子どもたちは命に関わる危機的な状況にあるわけではありません。確

かに空腹をまぎらわせるためにシンナーを使っている子もいましたが、体つきは悪そ

うではありませんでした。フィリピンの子どもたちに「今の生活は幸せ？」と聞くと、

ほとんどの子が“Yes”と答えます。ある程度丈夫な場所に住み、衣服もある。ここ

で考えてほしいことが 2 つあります。1 つめはこれらに当てはまらない子どもたち

のことです。ストリートチルドレンというのには 2 つの種類があるといいます。路上

で多くの時間を過ごす子。そして路上で寝泊まりして生活する子です。後者の子にも

今回の取材で出会いました。その子たちは口々に言います。「あの友達とはもう関わ

りたくない」と。あの友達というのは、悪さをする友達のことです。悪いことに誘っ

てきたり、一緒にしたりするそうです。ギャングの抗争に巻きこまれることもあるそ

うです。もちろん、そんな生活が良いはずがありません。私が一番危惧するのは、そ

の子たちが人々に忘れられる、見て見ぬふりをされることです。私もさっき「ほとん



 
 

©国境なき子どもたち／第 33 回友情のレポーター（2019）【禁無断複製・転載】 

knk.or.jp 

どの子は」と書きましたが、この「ほとんど」にあてはまらない子たちのことを想像

されないことです。2 つめは、今、生活が充実しているように見える子たちに、私た

ちはなにができるのかということです。この子たちのほとんどは生活を幸せに感じて

います。しかし、その幸せは本当に幸せなことなのでしょうか？貴重な時間を働くた

めに使い、勉強する環境(本、机…)も整っていない...子どもたちの未来はどうなるので

しょうか？私はここからどうしていかなければいけないのかは、フィリピンの人たち

が決めていくことだと思います。私たち、フィリピンから見たら外国人の幸せな生活

と、フィリピンの人たちが幸せに感じることは違うと思います。だから私たちは、そ

の手助けができればよいのだと思います。日本ではこうだよ。アメリカではこういう

生活があるよ。真似する必要はありません。フィリピンの人たちが一番良いと思う社

会を築いてほしいと思います。そして、そのときには 1 つめでお話した、想像力を忘

れないでほしいと思います。 

 

＜おわりに —すべての人に感謝！— ＞ 

 

このレポートを最後までお読みいただきありがとうございました。あわせて今回の

旅のチャンスをくれた KnK のみなさん、安田さん、堀さん、フィリピンで出会った

スタッフのみなさん、子どもたちにも感謝を伝えたいです。本当にありがとうござい

ました。Thank you po! 

 

!  Hello “po”と Thank you “po”が気になった人は、ぜひ検索してみてくださ

い！ 

 

                    2019 年 友情のレポーター 

                          高橋 叶多 

 

写真提供：安田菜津紀／KnK 


