
コロナ禍を乗り越え、100 年構想生が来日しました

 あしなが心塾ではルームメイトとすっかり意気投合！
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　2022 年 4 月、２年間に及んだ入国規制が解除さ
れ、「あしながアフリカ遺児高等教育支援 100 年構
想」*1 で選ばれた遺児奨学生 19 名が日本にやってき
ました。来日した学生のうち首都圏の大学・日本語
学校に通う学生 11 名が東京都日野市の「あしなが心
塾」*2 で、日本人学生 70 名と生活を共にしています。
コロナ禍を乗り越え、来日を果たした 100 年構想生
たちは今、どんな毎日を送っているのでしょうか？　
ルワンダから来たモイーセ・イシムウェさんと、ルー
ムメイトの片岡裕文さんにお話をうかがいました。

（以下：片岡＝片、モイーセ＝モ）

あしながとの出会いは？

： 3 歳の時に父を肝臓の病気で亡くしました。当
時のルワンダは医療が発展していなかったのです。
父が亡くなったため母は働きに出て、2 人の姉も自
らの進学をあきらめて働き、私を学校へ行かせてく
れました。あしながのことは 100 年構想生だった先
輩を通して知りました。

：小３の時に父をがんで亡くし、母が女手一つ
で育ててくれました。高校の先生からあしなが育英
会の奨学金と心塾のことを教えてもらい、大学進学
をあきらめることなく上京できました。兄と妹がい
て、兄もあしながの奨学生です。

*1：p7 参照 　*2：p2 コラム参照 

アフリカ遺児支援レポート
一般財団法人あしなが育英会

片岡  裕文さん
早稲田大学 国際教養学部 １年・京都府出身

1アフリカ遺児支援レポート　vol. 3



あしながアフリカ遺児
高等教育支援 100年構想

あしなが心塾とは ?

　あしなが育英会では地方出身の遺児が都市部の大
学や短大に進学できるように、寮費月 1 万円で 2 食
付の学生寮「虹の心塾（神戸・1999 年～）」と「あ
しなが心塾（東京・2006 年～）」を運営しています。
心塾では、「礼儀・挨拶」を重んじ、集団生活や独自
のカリキュラムなどを通じて、「暖かい心」「広い視野」

「行動力」「国際性」の 4 つの普遍的な主要能力を身
につけさせ、世のため人のために働く人づくりを目標
としています。現在、東京と神戸あわせて 100 人以
上の心塾生が生活しています。

なんと。独学で、1 年足らずで日本語を なんと。独学で、1 年足らずで日本語を 
中上級レベルまで引き上げたんですね！中上級レベルまで引き上げたんですね！

：猛烈に勉強しました。家族や周りからは、「な猛烈に勉強しました。家族や周りからは、「な
ぜ、ルワンダの大学に行かなかったんだ。日本への留ぜ、ルワンダの大学に行かなかったんだ。日本への留
学なんて本当にできるのか？」と質問ばかりで…。い学なんて本当にできるのか？」と質問ばかりで…。い
つ出国できるかわからず、落ち込みましたね。SNSつ出国できるかわからず、落ち込みましたね。SNS

学生を支える職員
寺岡  将文（あしなが心塾 塾頭）

　あしなが心塾は 2006 年の設立以来、
アフリカの遺児留学生の受け入れを開始しました。文
化の違いから多くの戸惑いがあると思いますが、100
年構想生らは勤勉さと母国に対する思いを支えに、塾
の受け入れ態勢が万全でない中でもたくましく生活し、
成長して、今ではさまざまな分野で活躍をしています。
そんな 100 年構想生は私たちの誇りです。彼らが心塾
の４つの理念を身につけ、思いやりあふれる世界を作り
上げてくれると信じています。

緑あふれるあしなが心塾（全景） 緑あふれるあしなが心塾（全景） 

等のつながりもストレスになるので止めました。やっ
と日本に来ることができて、本当にほっとしました。

日本や、日本人の印象は？

：とても優しい人ばかりです。道を聞いたら、ス
マホで調べてくれて驚きました。母国ではこのような
ことはありませんから。ただ、満員電車に乗ると、も
みくちゃにされたり押されたり、足を踏まれたりで、
優しい日本人の印象がかなり変わりました（笑）。

：僕も京都で生まれ育ったので、東京の満員電車
には本当にびっくりしました。

なぜ日本で勉強することにしたのですか？

：中学 1 年の時の歴史の先生が日本の文化や歴史
にとても関心があったのです。日本は世界で唯一の被
爆国で、戦争で全てを失い、それでも力強く復興した
ことを知りました。YouTube で、日本がとてもきれ
いな国だと知り、美しい言語にも興味を持ちました。
周りからは、「日本語はとても難しいから日本への留
学はやめた方が良い」と言われましたが、それでも日
本語を学び、日本で進学することを選びました。

将来の目標を教えてください

：当面の目標はとにかく日本語をマスターするこ
と。日本語の能力次第で今後の道が決まると思って
います。日本語を習得し、優秀な大学に入学したい
です。栄養学や医療分野を学び、父のように病気で
亡くなる人が少なくなる世界を目指したい。

：英語力を伸ばして、将来は国連などの国際機関
で働きたい。ユネスコ（＝ UNESCO。国際連合教育
科学文化機関）で世界遺産に関連する仕事につきた
いです。

相部屋が基本の心塾。ルームメイトとの 
生活について教えてください。

：ルームメイトがルワンダ人だと知って、とても
驚きました。モイーセ君とは英語と日本語で話しま
す。他のアフリカ学生とも英語でコミュニケーション

を取り、うれしさと楽しさの中で暮らしています。高
校生の時に 2 年間、オンライン英会話で練習を重ね
たかいがありました。

：片岡君がルームメイトで、とても幸運です。質
問があれば何でも聞けるし、一緒に買い物にも行き
ます。本当にたくさん助けてもらっています。

：塾にはいつも人がいるので寂しくないです。モ
イーセ君とは消灯後も寝ながら話したりするよね。
例えば、どうしたらガールフレンドができるか、とか

（笑）。
：彼は野球と勉強一辺倒。まずは良いコミュニ

ケーションを取るのが第一！とアドバイスしていま
す。でも、今は勉強と野球に集中する時期なら、彼
女はその後でもいいかも。彼女ができたら、それは
それで大変だしね！ 

モイーセさんは、コロナ禍で日本へ入国できず、 
大変だったと思います。

：2020 年５月に 100 年構想候補生として選考さ
れた後、5 か月間、セネガルでの勉強合宿に参加しま
した。2021 年 4 月に来日予定でしたが、コロナ禍で
出国できず…。あしながからは週 2 時間のオンライ
ン授業の提供があり、それ以外は教科書や YouTube
を見て、独学で日本語を勉強しました。

：モイーセ君は、わからない単語や表現があれば
常に調べて勉強しています。

あしながさんへ

：この環境で過ごせることは本当にありがたい
し、視野を広げることで、将来の助けにもなっていま
す。僕は機会に恵まれた人間だといつも思います。

：あしながさんは壊れてしまいそうな遺児の心を
つなぎとめる人たちです。親を亡くして追い詰められ

「何もかも終わりだ」と思ってしまう子どもたちを支
え、自らの足で進むことを応援してくれる人たちです。

ありがとうございました！

あしな がさんは 壊 れて しまいそうな 遺児の心を
人たちです（モイーセさん）つなぎとめる

片岡  裕文 さん

「将来は国連機関等で働きたいと思って
います。趣味は野球とストレッチです。
京都から上京し、たくさんの塾生との生
活を楽しんでいます」 

PROFILE

モイーセ・イシムウェ さん

「日本語をマスターした後は、大学で栄
養学等を学び、将来は母国の保健医療
に貢献したいです。趣味はアフリカの音
楽を聞くことです」

PROFILE
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あしながアフリカ遺児
高等教育支援 100年構想

自分の境遇に負けず、勉学に打ち込む

　ウガンダの首都カンパラから車で 5 時間ほどの
キョテラ県で生まれました。幼い頃に母が亡くなり、
祖母に育てられました。貧しいなか、庭で採れる作
物を食べ、豆や木の実が収穫できない時期は、ほぼ
毎日アマランサス （穀物の一種）を食べなければなり
ませんでした。
　成績が良かったので、学校から奨学金をもらいま
した。それでも工面できない費用は、祖母がコーヒー

豆を売って稼ぎ、支援してくれました。祖母にとても
愛されていましたが、家でも学校でも喪失感を感じ
ることも。中学校の参観日、他の生徒には親が来て
も、自分には誰もいない…。祖母は長い距離を歩い
て学校に来ることはできなかったのです。
　学校では教科書もノートも常に不足していました
が、一生懸命勉強し、さらに奨学金を得て全寮制の学
校に転校することができました。教育設備の整った
学校で学ぶことで、人生は変えられると知りました。
自分で心を決めて努力し、かつ自分に力を与え信頼
してくれる人が周囲にいれば、
自分のやりたいことができる
のだと。勉強はもちろん、演劇、
音楽クラブ、スポーツ大会など
の活動にも熱心に取り組み、課
外活動を通じて培ったコミュ
ニケーションスキルは今も役
立っています。

あしなが育英会との出会いが人生の大きな転機

　トップの成績で高校を卒業した後、故郷に戻り、母
校の中学校で数学と生物を教えていました。あると
き、友人から「日本のあしなが育英会という団体がア
フリカの遺児に海外留学の奨学金を出している」と聞
き、勇気を出して応募。筆記試験と面接を経て、100
年構想の候補生に選ばれたのです。私の人生で最も
大きな出来事でした。
　その後、ウガンダでの 1 年間の勉強合宿を経て、
100 年構想生として日本の筑波大学に留学し、生物
科学を学びました。小さい時の夢は医者になること
でしたが、生物学への関心が高まり、研究職を目指
すことを決意しました。がんとは何か、どうすればが
んを治療できるのか、興味を持ちました。
　マクドナルドでアルバイトをし、日本語はすぐに上
手になりました。あしなが学生募金で街頭に何度も
立ちました。私は学生募金活動が大好きです！ 通り
すがりの方々が寄付してくださり、「がんばって！」
と応援してくださったことが心に強く響きました。

決意を新たに、英オックスフォード大学院で 
放射線生物学を学ぶ

　筑波大学在学中にあしなが育英会から紹介され
て、ルワンダにある “Partners in Health” と、ウガ
ンダ国立がん研究所でインターンシップを経験しま
した。そこで、アフリカには、がん治療のなかでも放
射線治療を提供する設備がほとんどないことを知
り、アフリカでのがん研究に貢献したいと考えるよう
になったのです。大学 3 年の時に研究室で炎症に関
する実験を主導した際、オックスフォード大学が開
発した抗体を使いました。「人がこんなに素晴らしい
抗体を作れるなんて。オックスフォードの大学院で、
この教授に会って直接学びたい」と強く思いました。
　学費をどう工面すればいいのか悩んでいた時、あ
しなが育英会から「英連邦奨学金」という全額給付
の奨学金があることを教えてもらったのです。合格
率 1.5% という難関でしたが、奨学金を勝ち取り、
オックスフォード大学院という素晴らしい環境で放
射線生物学を学び、修士号を取得しました。

助けを必要とするすべての人のために

　現在はウガンダに戻り、ウガンダ・クリスチャン大
学で教えながら、ウガンダがん研究所の研究員とし
て働いています。今年 9 月からは、全額給付奨学生
として英マンチェスター大学の博士課程でさらに研
究を続ける予定です。
　これまでを振り返ると、極度の貧困のなかで勉強
することは、私にとって最もつらい経験でした。チャ
ンスがあれば勉強し、いい仕事に就いて家族の世話
をしようと常に考えていました。しかし、今は違いま
す。家族だけでなく助けを必要とするすべての人のこ
とを考え、特に科学の分野で女性が活躍するために
最前線に立ちたいと思っています。
　ウガンダのような低所得国では、コロナ禍によるさ
まざまな問題によって、多くの学生が進学をあきらめ
ています。私の人生の旅から、自分たちには直面して
いる問題を乗り越える力があるということを、多くの
若者たちが感じてくれればと願っています。
　

直面する問題に立ち向かう力は　　　
誰もが持っている

アネット・ナカジさん

（英マンチェスター大学博士課程へ進学予定・ウガンダ出身） 

いつも支えてくれた祖母とともに。オックスフォー
ド大学大学院を Distinction（優秀成績者）として修
了しました

次は博士課程に挑戦。今後の活躍が楽しみです

あしながの存在が今のキャリアにつなが
りました（オックスフォードにて） 

現在、母国の大学で働くアネット・ナカジさん 

　100 年構想生として筑波大学を卒業後、英オックス
フォード大学大学院で放射線生物学の課程を修了し、
今年 9 月から英マンチェスター大学博士課程に全額給
付奨学生として進学予定のアネット・ナカジさん。ウ
ガンダで生まれ育ち、さまざまな困難を乗り越え、母
国のがん研究の最前線に立つという夢に向かって歩み
続けています。あしなが育英会との出会いを通じて、自
分の可能性を切り拓いてきました。

100 年構想100 年構想
卒業生からの卒業生からの
メッセージメッセージ

マイ ストーリー
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あしながアフリカ遺児
高等教育支援 100年構想

自信を持ち、意思をもって行動できる人に
成長したい
鷲田  采耶さん（関西学院大学 3 年・兵庫県出身）

 100 年構想生の道のり 

ウガンダまたはセネガルでの合宿を経て
日本をはじめとする世界中の大学に進学 

1 学生選抜
未来のリーダーと成り得る
学生をサブサハラ地域の各
国から毎年 1名選抜

4 卒業・就職

5 国への貢献
サブサハラ地域で
よりよい社会を作るために貢献

2 勉強合宿＆
　　渡航前合宿

3 大学進学
在学中も、サブサハラ地域でのイン
ターンシップや、あしながプロポーザ
ル*の取り組みを通し、リーダーシップ
を醸成  

100 年構想とは ? 

　「あしながアフリカ遺児高等教育支援
100 年構想」とは、サブサハラ・アフ
リカ地域 49 か国の各国から毎年 1 人ず
つ優秀な遺児を選抜し、日本をはじめ世
界中の大学に留学する機会を提供するこ
とで、将来さまざまな分野で活躍し、母
国の発展を担うリーダーを育成しようと
いう活動です。この活動で日米欧ブラジ
ル等の世界有数の大学に留学する学生を
100 年構想生といい、2014 年度採用の
10 名を皮切りに、2021 年度までに累計
250名以上が世界の大学へ入学しました。 

*  あしながプロポーザル…100 年構想生の義務事項のひとつで、母国の課題の解決・改善を通し自身の『志』を実現するための
計画策定

あしながセネガルより ※ 2022 年 5 月時点 
 日本国内の100年構想生数 

大阪府（1）
立命館大学 1

兵庫県（3）
関西学院大学 1
兵庫県立大学 1
神戸学院大学 1

岡山県（9）
岡山大学 9

広島県（2）
叡啓大学 2

大分県（4）
立命館アジア
太平洋大学 4

福井県（1） 
福井大学 1

滋賀県（2）
立命館大学 2
京都府（3）
同志社大学 2
京都先端科学
大学 1

茨城県（1）
筑波大学 1

埼玉県（6）
東京国際大学 5
東京日語学院 1

東京都（17）
慶應義塾大学 1
工学院大学 1
国際基督教大学 1
東京都立大学 1
上智大学 1
法政大学 3
早稲田大学 2
東洋大学 1
東京日本語
教育センター 6

62計 名

秋田県（3）
国際教養大学 3

福島県（2）
会津大学 2

神奈川県（5）
東海大学 3
慶應義塾大学 2

山梨県（2）
山梨学院大学 2

愛知県（1）
名古屋大学 1

Senegal

　コンゴ民主共和国の北キヴ地域、ゴマからセネガ
ルに来ました。今年の夏からフランスの大学で土木
工学を学び、将来は、アフリカの建造物を発展させ
たいと思っています。母国の建物はとても古く、現代
的な住居や環境に配慮した建物はほとんどありませ
ん。ゴマは火山地帯にあり、噴火や地震などの自然
災害が頻発する地域です。日本も同様に自然災害の
多い国ですが、厳しい環境に適応した建築物を造っ
ていることにとても刺激を受けています。いつか、世
界で最も発展した都市といわれる東京を訪れ、その
建物を見てみたいと思っています。

　2022 年度の 100 年構想 9 期生の募集をサブサハラ 49 か国で実施しまし
た。2817 名（女性 1042 名、男性 1775 名）から応募登録があり、厳選なる
選考の結果、23 か国から 25 名（女子 10 名・男子 15 名；英語圏 12 名、仏
語圏８名、ポルトガル語圏５名）が決定。アフリカ地域では女性が教育を受
ける機会が限定されているため、今年度は特に女性の採用に力を入れました。
女子学生の応募者に焦点を当てたウェブセミナーを開催し、女性支援を展開
する現地団体とも連携した結果、今年度の女子学生採用人数は前年比 48%
増と大幅に増えました。

100 年構想 9 期生が決定！
23か国から25名が選ばれました 

合格率 1％を切る狭き門
女子学生採用にも注力

仏語圏の100年構想候補生
（8期生）をはじめ、多くの
人と交流しています！

（鷲田さん）

*  あしなが育英会の海外研修制度…1 年間休学して諸外国で遺
児への基礎教育支援や地元企業でのインターンシップなど
の活動に取り組みます。経済的な理由で大学在学中に海外経
験の実現が困難な日本人奨学生でも参加できるよう、休学
費、航空券代、現地生活費などを本会が補助します。

　私はさまざまな価値観とともに、厳格さを兼ね備
えている日本を尊敬しています。そんな日本の団体で
あるあしなが育英会から支援を受けることは、今後の
学生活動や将来を切り拓くうえでとても重要です。
　一年間の海外研修に参加するためセネガルに来た
日本人奨学生にも会いました。親を亡くすという経験
に国籍は関係ありません。この事実に気付かせてくれ
たあしなが育英会を素晴らしいと思います。私を支援
してくれるあしながさん、いつも本当にありがとうご
ざいます。私は自分の将来に希望を失いかけていた
時にあしながに出会い、地獄の中から救われました。

　日本の大学を休学し、海外研修制度 * を使って今年 4 月、
セネガルにきました。セネガルの第一印象は、『知らない人
同士でも挨拶する明るい国』。現在、9 名の 100 年構想候
補生（大学受験勉強中の学生）と一緒に、セネガル心塾に住
んでいます。アフリカ諸国の話を聞き、日々刺激を受けて
います。もともと先輩から勧められて神戸の心塾に住んで
いました。100 年構想生との交流を通してアフリカに興味
を持ち、英語だけではなく、フランス語も学べることに魅
力を感じ、海外研修先をセネガルに決めました。
　いろいろな人々と交流したこと、また首都ダカールでの
暮らしなどについて、今後、自分の言葉でまとめ、伝えて
いきたいと思っています。日本では、周りに合わせて行動

することが多くありましたが、セネガル人は違います。こ
の一年間の経験を通して自信を持ち、意思をもって行動で
きる人に成長したいと思います。

100 年構想生から

お便りが届きました
！

親を亡くすという経験に、　　　　　　　
国籍は関係ありません
ジェフテ・ンブリンヨロ・マリヤササさん 

（フランス国立応用科学院リヨン校へ進学予定・コンゴ民主
共和国出身）

セネガルって
どんな国？　

　人口 1,674 万人、日本の約半
分の面積で、公用語はフランス
語。経済は主に農業や漁業、鉱業
に支えられてきたが近年、観光や
建設事業等も展開。比較的安定し
た政治環境により、多くの国と外
交関係を築き、日本とは 60 年も
の間、協力関係が続いている。 

セネガルの小学校で英語を教えるボランティアをしました

あしなが育英会の海外研修制度
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テラコヤの子どもたちと板橋職員▶︎

アートクラス講師
より

ムヒルワくん
（12 歳、小学 3 年生）
　「今日は、家族について、算数について、地図
の読み方について学びました。僕の一番好きな
時間は、文章を書く時間です。僕はウガンダで
大統領になるために一生懸命勉強しています。
地元ナンサナでみんながより良い生活を送れる
ようにしたいです」

ドゥンバくん
（９歳、小学１年生）
　「テラコヤにいられて幸せです。アル
ファベットの勉強と、家でお母さんのお
手伝いをするのが好きです。夢はパイ
ロットになって空を飛ぶことです」

テラコヤキッズから

あしながウガンダ
レインボーハウスとは ?

　2003 年設立以来、遺児約 1,000 人を対象に、
奨学金や心のケアプログラムを提供しています。
また、2007 年から学校に通えない遺児を対象に
基礎教育支援としてテラコヤ事業を開始し、9 歳
から 17 歳までの約 100 名の子どもたちがウガン
ダのカリキュラムに沿った教育を受けています。 

子どもたちの
可能性を
引き出したい

ウガンダのカリキュラムに沿った
授業のみだと、創造性や自主性を
育む授業を提供できないのが現
状です。自由に表現をしたり、作
品を完成させた時の達成感などを
感じたりする経験ができるよう、
アートの授業を提供しています。

ウガンダ政府は公立学校の無償
化を掲げていますが、学校に通

うために学費や制服代などを負担する必要があり、遺児に限
らず、靴や文房具などが買えず学校に通えない子どもたちが
多くいます。テラコヤでは経済的な理由で学校に通えない遺
児を対象に無償で教育を提供し、文房具も配布しています。

子どもたちと共に成長できること
です。楽しそうに遊んでいる時の
笑顔、授業中の真剣な眼差し、探
求心にあふれたワクワクした表情、
そんな純粋な子どもたちに囲まれ
て一緒に成長できることに、幸せ
を感じながら過ごしています。

金銭的な理由で教育の機会を失ったり、2 年
間の学校閉鎖により学業に遅れが生じたりな
ど、子どもによって問題はさまざまなため、
一人一人に寄り添ったサポートが必要なこと
です。そのため、学校運営業務以外のカウン
セリング、家庭訪問、補講などを、限られた
時間と人的資源の中で定期的に行っています。

テラコヤが２年ぶりに再開しました

駐在職員に聞く レインボーハウスの活 動！あしながウガンダレインボーハウス
プログラムコーディネーター

板橋  実里 職員

29 名の新入生を迎えました

　ウガンダ政府は 2022 年 1 月、世界で最も長い 2 年
間に及んだコロナ禍での学校閉鎖を解除しました。テ
ラコヤの生徒も学業の遅れや保護者の失業など大き
な影響を受けましたが、勉強したいという気持ちを忘
れず、テラコヤの再開を心待ちにしていました。29

現地漫画出版社と一緒に、スペシャルクラスを実施

　テラコヤでは小学 1 年生から 5 年生までを対象に初等教育
プログラムを提供しています。午前中はウガンダのカリキュラ
ムに沿った授業、午後はスペシャルクラスと呼ばれる課外授
業を行っています。今年から、スペシャルクラスの一環とし
て、ウガンダの漫画出版社レミナック・スタジオと一緒に、絵
画教室と作文教室の授業を実施。この授業を通して絵画の才
能を開花させ、驚くほど絵が上達した子どももいます。また、
文章を書くことに苦手意識のあった子どもたちも特別授業を
楽しみにしています。このような素晴らしい機会を与えてくだ
さったレミナック・スタジオに感謝するとともに、子どもたち
の今後の活躍に期待しています。 

　あしながウガンダが、教育支援だけでな
く子どもたちが本来持っている可能性を引
き出すため、さまざまな機会を提供してい
ることに感銘を受けました。特別授業を開
催するごとに子どもたちの未知の可能性を
垣間見ることができます。

名の新入生を迎え、全国の学校が記録的な出席率不振
に陥るなか、テラコヤでは 90％以上の出席率で新学
期がスタート。子どもたちが厳しい状況を乗り越えら
れるよう、より良いサポートに向け、スタッフ一同奮
闘しています。

新学期が始まり、テラコヤで学ぶ子どもたち

このスペシャルクラスはレミナック・スタジ
オがボランティアで行っています

ロドニーさん、クラニマーさん

なぜ遺児は
公立学校へ行かず、
テラコヤで学ぶの
ですか？  公立学校と
テラコヤの違いは？

アートクラスを提供する
意義はなんですか？

テラコヤ運営で
一番の課題は何ですか？

仕事のやりがいを
教えてください！
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あしながウガンダ事業

Uganda

ウガンダって
どんな国？　

　人口 4,574 万人、日本
の本州とほぼ同じ面積で、
主な言語は英語やガンダ
語。近年は南スーダンやコ
ンゴ民主共和国、またアフ
ガニスタンからの難民を
多く受け入れている。あし
ながウガンダ事業をはじ
め、ウガンダ心塾などアフ
リカにおける「あしなが運
動」の起点となった国。



新宿での街頭募金

詳細はこちら!

50 年続く学生募金活動。日本人学生と 
留学生が協力し、先輩たちの思いを受け継ぐ

：来日前、ウガンダとセネガルでの「勉強合宿」に参加

した際、私たちが受けている奨学金は「あしなが学生募金」

の活動や、あしながさんからのご寄付でなりたっているこ

とを知りました。来日後、私も街頭募金に参加。最初は、

一日中募金を呼びかけたり、二人だけで街頭に立ったりす

るのは、とても難しいと感じました。しかし「なぜ、この活

動が 50 年間続いてきたのか？」と考えた時、先輩たちの「後

輩遺児たちを支援したい」という深い思いに気付きました。

そして、私も同じように役に立ちたいと考えるようになりま

した。「あしなが学生募金」がなくなると、あしながのこと

を知ってもらう機会が減り、私たちの奨学金がなくなりま

す。先輩が募金活動を続けてくれたように、現在、奨学金

を受けている我々が未来の後輩遺児たちのために活動を続

けています。募金して下さる方々の「頑張ってください」「応

援してるよ」といった声にはいつも励まされています。

：私が初めてあしなが学生募金に関わったのは、大学１

年生の秋。街頭で先輩たちがものすごく大きな声で募金の

呼びかけをするので、「何考えてんの、この人たち？」と思

い、恥ずかしかったです。しかし、徐々に「誰かのために

こんなに大きな声で募金を呼びかけ、多くの方に共感して

もらえるのはカッコいいな」と素直に感じ、「自分も誰かの

ために頑張れる人間になりたい」と活動に参画することを

決めました。先輩たちのお陰で今の私たちがあります。後

輩遺児に選択肢を捨てる思いはしてほしくないと強く考え、

事務局長となり、募金活動の先頭に立ち続けてきました。

  ：私は現在、学生募金事務局で留学生（100 年構想生）

チームのリーダーで、あしなが留学生会の委員長です。学

生募金事務局の日本人メンバーと100年構想生たちがス

ムーズにやりとりできるよう、また、互いに協力できること

は何かを話し合うように心がけています。コロナの影響で、

100 年構想生の１、２年生のほとんどは初めて募金活動を

することになります。でもみんな、参加したいという気持

ちでいっぱいです。事前準備や街頭での募金呼びかけ内容

などを100 年構想生に伝えるため、留学生会メンバーの協

力も得て研修トレーニングを定期的に行っています。日本

人募金メンバーとも、とても仲がいいです。親を亡くした

経験や辛い思いも一緒なので、「家族」のような気持ちです。

あしなが学生募金でいただいた寄付は、 
日本とアフリカの遺児に平等に分ける

：あしなが学生募金でいただいた寄付の半分は日本の遺

児たち、半分はサブサハラ・アフリカの遺児たち、それぞ

れの奨学金として、あしなが育英会に寄付されます。だから、

私たちアフリカの遺児大学生も頑張らないといけない。あ

しながの学生の一員として、自分だけのためではなく、多

くの後輩遺児たちのために、日本の学生と互いに切磋琢磨

し募金活動を継続させたいです。

：学生募金事務局の中でも、「日本の遺児を完全に支援

できていないのに、なぜアフリカ遺児を支援するんだ」、「日

本人遺児への募金寄付比率をもっと上げては」、との声もあ

ります。でも、私はちょっと違うな、と思います。私たち

は遺児を支援する団体です。日本人限定ではなく、世界中

に親を亡くした子どもがいるのであれば、その子たちに手

を差し伸べるスタイルが、『共生できる社会の実現』につな

がると考えます。現在、学生募金活動は「全国募金リレー」

という形で 47 都道府県を巡っています。まず遺児の現状、

私たちの思いを聞いてほしい。その先に共感、支援などが

生まれます。また、学

校や団体からの「団

体内募金」や「ネット

募金」など今年はい

ろんな形で募金を実

施しています。さまざ

まな機会を通じて、多

くの人々に、あしなが

を知ってほしいです。

将来は全世界の遺児を支援したい。 
だから、まずはアフリカから

：「なぜアフリカ遺児の支援をするか？」をひと言でいう

と、そこに夢をあきらめそうな遺児がいるからです。「他地

域にも遺児はいるじゃないか」と指摘を受けますが、私た

ちが日本以外でアフリカをまず支援した理由は、そこに深

刻な貧困問題があり、人口が 2030 年頃には世界の 4 分の

1を占めるとされるアフリカ地域で未来のリーダーを育成す

るためです。全世界の遺児を支援したい、その先駆けとして、

「アフリカには助けが必要な遺児が多くいるから」なんです。

  ：「遺児だから教育を受けられない、勉強できない」と

いう事態をなくしたい。遺児であろうとなかろうと、国籍

関係なく、すべての子どもたちの教育を受ける機会が奪わ

れることのない社会を望みます。あしながの奨学金を受け

られず、夢をあきらめている遺児たちはまだ世界に多くい

ます。そんな子どもたちの夢が実現できるよう、みんなで

行動することを呼びかけたいです。子どもたちは、将来、

世界各国でその国のために働き、世界の社会問題を解決す

る大切な人材。地球の未来を考え、アフリカの遺児だけで

はなくて、日本の遺児そして世界中の遺児や子どもたちの

教育支援が必要なのです。

寺本  龍正さん
 （愛知県出身）
中京大学総合政策学部 4 年生。「あ
しなが育英会の皆さん、あしなが
さん、何十年も前から街頭募金を
継続してくださった先輩方に本当
に感謝しかありません」

イヴェス・ペテモヤさん
 （コンゴ民主共和国出身）
福井大学工学部 3 年生。「都市環境
土木工学の勉強をしています。金
銭的な理由で大学進学をあきらめか
けていた時 100 年構想生に選ばれ、
日本で大学進学が実現しました」

実
施
拠
点
や
街
頭
募
金
実
施
時
間
は
募
金
リ
レ
ー

特
設
サ
イ
ト
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

全国募金リレー実施スケジュール 

2022年5月14 日（土）から12月10日（土）
まで街頭募金を実施しています。 

5/13 ●金　 スタートセレモニー
（東京・新宿西口） 

7/  2 ●土 福井・滋賀 10/29 ●土 徳島・高知
7/  9 ●土 京都・兵庫 11/  5 ●土 大阪・香川

5/14 ●土 北海道・青森 9/10 ●土 岡山・広島  11/12 ●土 愛知・奈良・和歌山
5/21 ●土 岩手・秋田 9/17 ●土 鳥取・島根 11/19 ●土 岐阜・三重
5/28 ●土　 宮城・山形 9/24 ●土 山口・福岡 11/26 ●土 山梨・静岡
6/  4 ●土　 福島・茨城 10/  1 ●土 佐賀・長崎 12/  3 ●土 埼玉・千葉
6/11 ●土　 栃木・群馬 10/  8 ●土 大分・宮崎 12/10 ●土 東京・神奈川
6/18 ●土　 新潟・長野 10/15 ●土 熊本・鹿児島

12/11 ●日 ゴールセレモニー
（東京）6/25 ●土　 富山・石川  10/22 ●土 沖縄・愛媛

 

　あしなが学生募金は、親を亡くした子どもたちや親に
障がいがある子どもたちの進学を支援する募金活動で
す。コロナの影響で 2019 年秋を最後に中止していた街
頭募金を再開し、今年 5 月から12 月は全国をリレー形式
でつないで実施しています。現在、先頭に立って活動す
る寺

てらもとりゅうせい
本龍正さん（あしなが学生募金事務局長）とイヴェ

ス・ペテモヤさん（学生募金事務局員、あしなが留学生
会委員長）に話を聞きました。

以下：寺本＝寺、ペテモヤ＝ぺ

「全国募金リレー」が　始まりました2 年半 ぶりの 街頭募金
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あしなが育英会 検索

 クレジットカードでのご寄付 
ゆうちょ銀行専用振込用紙やコンビニ振込用紙のご請求、銀行口座のご
案内、遺贈のご相談などお気軽にご連絡ください。 

supporter@ashinaga.org 
0120-916-602寄 付 課 直 通

フリーダイヤル

 ご寄付やアフリカ事業に関するお問合わせ 

ア フ リ カ 遺 児 支 援 に 対 す る
ご 寄 付 の お 願 い  

ウガンダの「今」を支援する!

サブサハラ・アフリカの「未来」を支援する!

寄付をする

加入者名：あしながアフリカ遺児教育支援 
口座番号：00150-3-734125

加入者名：ウガンダ 虹のかけはし会員 
口座番号：00120-0-568630

＊ 郵便局備え付けの青
色の払込取扱票でお
振込みされる際は、
左記の口座情報をご
記載ください。

＊ 郵便局備え付けの青
色の払込取扱票でお
振込みされる際は、
左記の口座情報をご
記載ください。

 郵便局（ゆうちょ銀行）からのお振込み＊ 

 郵便局（ゆうちょ銀行）からのお振込み＊ 

　「あしながアフリカ遺児高等教育支援 100 年構想」は、日本
をはじめ世界中の大学に留学する機会を提供することで、将
来さまざまな分野で活躍し母国の発展を担うリーダーを育成
します。アフリカの未来をつくり、日本との懸け橋になるリー
ダーを育成する活動に、一緒に取り組んでいただけませんか？

　「あしながウガンダレインボーハウス」では
9 歳から 17 歳までの約 100 名の子どもたちが、読み、
書き、計算などを学んでいます。小学校に通うことすら
あきらめていた遺児たちの未来を、あしながウガンダと
共に支えていただけませんか？

　あしなが育英会とあしながウガンダは、サブサ
ハラ・アフリカの遺児を対象に、教育を受受ける機ける機
会や会や心のケアなどさまざまな支援を提供してい
ます。いただいたご寄付は、奨学金をはじめ、教
育費、リーダーシッププログラム支援費として、
大切に使わせていただきます。 

　心塾であたたかい友情を育むルワンダ人と日本人の塾生の様子を
見て、私も学生時代にこんな仲間にもっと会いたかった、と思いま
した。たくさんの「あしながさん」に支えられて、すばらしい経験
と友情を育みながら、子どもたちは大きく成長しています。（A.T.）

編集
後記
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一 般 財 団 法 人 あ し な が 育 英 会
〒102-8639 東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館4階

国連経済社会理事会（ECOSOC）の
協議資格を取得

　2021 年 9 月、あしなが育英会は国連 ECOSOC の協
議資格を取得しました。これに伴い、国連の場で提言活
動や情報提供が可能になります。遺児と遺児家庭の「声
なき声」をさらに国内外で代弁していきます。

あしながさんからのお便り 
　優秀な若者の進学の足しにな
れば幸いです。コロナ禍でいろい
ろ困難があるかと思いますが、こ
のような活動は是非続けて下さ
い。100 年後にアフリカのあちこ
ちで満開の桜の花が咲くことを期
待しています。　（神奈川県・男性）

あしなが育英会の活動は
持続可能な開発目標（SDGs）
に貢献します。 
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