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レイテ訪問 2017.2.16-20 

今年で 3回目となったレイテ高校訪問。今回はレイテ高校以外のレイテ島にある学校や、マニラにあ

るマリー先生の学校にも訪問させてもらいました。また、今回は地元の方のお家にホームステイもさせ

ていただき、今まで以上に地元の方たちとの触れ合いの時間を多く取ることができました。 

主なスケジュールは以下の通り。 

2 月 16 日（木） 

中部国際空港からマニラ経由でレイテ島タクロバン空港へ。 

空港からレイテパークホテルへ移動。初日はホテル泊 

2 月 17 日（金） 

レイテ高校にてウェルカムセレモニー、市庁舎表敬訪問、Sacred Heart SchoolおよびLiceo del Verbo 

Divino High Schoolにて交流。ホストファミリー迎え。ホームステイ 

2 月 18 日（土） 

レイテ高校にて地域住民との交流、市内観光へ 

2 月 19 日（日） 

レイテ島からマニラへ。パヤタス地区訪問、地元住民との交流。Melencio M. Castelo Elementary 

Schoolへ移動。ウエルカムセレモニー、キャンパスツアー。ホームステイ。 

2 月 20 日（月） 

Melencio M. Castelo Elementary School にて授業と避難訓練を見学。帰国 
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平成２８年度 フィリピン訪問の報告 

宮川 純一 

 

■平成 28 年 2 月 16 日（木）１日目 

レイテ島着は、雨。空港には、20人近くのレイテ高校関係者が出迎えてくれた。いつもながら本当に暖

かいホスピタリティを感じる。何人かの生徒に採っても久しぶりの顔ぶれがいて、再会を喜び合った。 

雨の中、オベット先生、マリアン先生らも我々を待ち受けてくれていた。 

すぐに用意されたバスに乗り込み、レストランへと。昨年のジョリビーとは違って、新しくオープンし

たばかりの郷土料理の店に連れて行ってくださった。そこにディーン先生が待っていた。今は、地域の

教育庁で忙しくしているようで、新たに始まった senior high school（グレイド 11,12）のカリキュラム

の整備で日々奔走しているとのことだった。 

炭焼きのチキンがことのほかおいしく、本当に日本人にもあう味で、我々には嬉しい限りの食事だった。 

 来年度の 5月末も日本を訪れたい希望があると、オベット先生。石田教頭も、彼らの歓待ぶりに、最

大限で受け入れをせねばと言ってくださった。  

毎回お世話になる Leyte Park Resort Hotel まで 20人近くが送ってくれて、夜を分かれた。 

 

■2 月 17 日（金）2 日目 

開けて、雨上がりのさわやかな朝となった。昨夜は見えなかった美しい海が生徒らを驚かせていた。

正に、南の島、楽園の夜明けは、値千金と言ったところ。朝食もおいしくいただいた。特に白身の魚の

フライは絶品。カラッと油で揚がって軽い歯ごたえと香ばしいかおりは、病みつきになると言っても過

言ではないほど。また、パイナップルやバナナ、スイカのフルーツも日本では感じられないような風味

だった。 

7:20出発でレイテナショナル高校に。図書館

でしばらくセレモニーを待った。昨年と同じ吹

き抜けの体育館。ただ今年は、ステージに客席

が用意され、我々が登壇。フロアーで、踊りや

出し物が展開された。両国の国家に始まり、校

長のあいさつ。こちらは、石田先生があいさつ

に立ち、前半英語でスピーチをされた。途中か

ら日本語に変わったが、伝わるものがあったよ

うで、通訳する前に、声援と拍手が飛んだ。 

昨年は、こちらからの出し物が少なかったが、今年は用意していた、ソーラン節や、いくつかのダン

スナンバー、またピコ太郎なども大変人気で、熱狂的な声援を得ていた。 
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数が少ないからか男子や、愛層の良い生徒は、

一躍人気者になっていて、舞台へ移動するさなか

に写真や握手を何度もせがまれていて、スターさ

ながらの歓待であった。 

レイテ高校の踊りや歌は、いつもながら大変素

晴らしく、熟練されたものが多く、見るものを堪

能させた。踊りの途中で、双方が引っ張り出して

一緒になって踊る姿に、若者たちの友好に障壁の

ないことを感じさせた。 

教頭の Adelinは日本の素晴らしさを、生徒に

確認するスピーチだった。団結心、忠誠心、チー

ムワークが先進国として成功させている理由であ

ることを説明した。 

 

●Sacred Heart HS 

 700人規模の華僑の子息が半数を占める私立高校。生徒の授業料で賄われている学校だけあって裕福

な子らが集まっていた。女生徒のピンクスカー

トの制服が印象的だった。今年６０周年を迎え

るという。校門にはライティングコンテストで

優勝と、写真付きで垂れ幕があった。どこの私

学も一緒だなぁと思った。 

5歳の pre-gradeの生徒達からG12までの生

徒が通う。体育館では、小さな子らが体育の授

業をしていた。 

 女性の校長先生は、たいそう歓待をしてくれた。昨

年 5月に来たエリオット？先生も駆けつけてくれて、

再会ができた。昨年はこの学校から生徒が一人、大き

なホテルを経営する両親を持つ女生徒が日本に来た。

石田先生が HSをしてくださった。 

 ココナッツとお米のお菓子、ココナッツジュースを

たっぷり頂いた。 

授業参加では、理科の授業に参加した。と言っても先生のお話と、生徒のプレゼンを見る程度。レイテ

の時の参加した感じはなく少し残念だった。どのクラスも、自己紹介をしたりした程度で、もう少し絡

んだ形を期待したが。 
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 授業終わりに、キリストへの言葉の時間が５分ほどあった。放送での言葉に生徒も復唱する形で、教室

の後ろに掲げられたキリスト像に頭を垂れていた。 

  

●レイテナショナルに戻り、昼食。 

Sacred Heart HSのその石田先生がホスト

をした生徒の両親が、お礼ということで昼

食を出して下さった。春雨や鳥の空揚げ八

宝菜風、と日本人に合う味ばかりで皆満足。

レイテの先生や生徒も、たくさん一緒に頂

けるほどのサービスだった。 

 その女生徒が、数学コンペの終わりに立

ち寄り石田先生に挨拶をしに来た。私のことも覚えていてくれていたが、私は記憶にないような状態だ

ったが。大きな段ボールにサマール島の伝統のお菓子をいっぱい持ってきてくれた。配達の人と共に。

お金持ちのお嬢さんの感じが良く分かった。 

 

●LVD 高校 （Liceo del Verbo Divino High School） 

こちらも私学だが人数が多かった。緑と黄

緑の縞の校舎が印象的で、制服も地味だが清

楚なものだった。こちらも来週の月曜日から

４日間にわたって創立記念週間を迎えるとの

ことで、各学年が踊りの準備をしていた。50

人ほどの同一学年の集団が、それこそいたる

ところでダンスを練習している。小さい子か

ら、G11まで。その日の夜７時頃、学校わき

を通った時もまだやっていて驚いた。なんと

熱心なことだ。 

 キャンパスツアーをして、理科室や化学実

験室、調理室等を見せてもらったが、レイテ

ナショナルよりは充実していたが、最新のも

のが集まっているようには見えなかった。 

 そこで、1,2年生のそれぞれのアクティビ

ティを実施した。30分程度しかそれぞれなか

ったのと、静かな環境ではなかったため、十分な活動をできたわけではなかったが、LVDHSの生徒た

ちは皆実に協力的だった。 
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●2 年生の活動 

「what’s your dream？」のテーマで、日本と

フィリピン、またほかの国の生徒らとの違いを

プレゼンした。また、質問を高校生に質問紙に

書いてもらう。また、付箋に自らの夢を書いて、

それを張るという、もの。またそれぞれにイン

タビューをして、その夢を持つ理由を尋ねていく。それ

だけのものだったが、それぞれの夢を語る中で、声援が

上がり、フィリピンの生徒がとてもしっかりとした将来

像を持っていることが分かり、盛り上がった。 

 

●1 年生の活動 

PFAの説明と実演、ペアワークを行った。説明を全員で順番に行い、プレゼンの内容となっていたが、

口頭の説明で、分かりにくい部分もあった。がそれなりに各生徒は自分の英語をフル活用し説明を試み

ていた。 

その後、ペアワークを実施してもらおうとするが、なかなかやり方が理解されないようで、実施に繋が

らなく苦労していた。LVDHSの生徒が、機転を利かせて自分たちから説明を皆にして、自分たちで劇

を披露してくれる形となった。事故を起こす人が２人。それを目撃してショックを受ける人、それを PFA

の形で慰める人。さっと４人が状況を理解し劇を作り上げた。 

その機転の良さと行動力に助けられた感じだ。1年生は、まだまだ段取りが悪く、相手の立場や状況を

考えて進める形ではなく、独りよがりな部分も多く、何とも迷惑をかけている感じだった。 

反省を生かし、明日の活動の充実につなげて欲しいと思った。 

LNHSに戻る途中に、モールに立ち寄る。その間も、LNHSの生徒らが付き添ってくれたり、とにかく

温かいものを感じる。 

LNHSの校門前で、ホームステイの家族に引き渡し。どの家族も優しそうな家族で、不安げな生徒たち

を温かく受け入れて下さった。 

宮川は Luzがホームステイを受け入れて下さった。ホテルに私以外の生徒を送る途中に、ホテルの麓、

海沿いのレストランで食事をしようということになり、皆で向かう。Luzと旦那さんのmayor, Marian

夫妻、オベットと彼の家にいる exchange studentsパラグアイのリック、オベットの兄妹の 10歳くら

いの娘さんと食事。八宝菜や海老の料理がおいしかった。LuzとMayorの車でご自宅まで。Basey地

区のMayorの家で、とても立派なおうち。車 2台、使用人が 5人、そのほか同居人も 2,3人いるようで、

とても環境が違う。2人の娘さんも、それぞれ大学で、医学生を目指し勉強中。 
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■2 月 18 日（土）３日目 レイテナショナル ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ開始 

●1 年生 

地元の人らが 15人ほど集まってくれた。それに

高校生が 10人ほど。いろいろ準備をしているよ

うだったが、ようやく 1 年生の活動が始まった。 

・Icebreaking   Introducing yourself  ハイタッ

チの後、会話をしていく。お互いの科表情を徐々

に緩んでいく。まず各自英語を使って、互いを理

解してもらう感じ。 

・劇を見せて、アクシデントの様子を伝える。 

・ビデオを見せるが、スピーカーが聞こえず、伝

わっていない。プロジェクターを用意してくださるが、音が出ず。苦労して、手配をしてくださってい

る。 

劇を披露するが、何のことかよく伝わっていない。ビデオも、流しはしたが、何が伝わっているか分か

らない。 

・時間配分も、段取りも、今一つよくはない。昨日の反省が、生きていない感じで残念ながらない。 

・ペアワークは Victim sideと supporter sideに分かれて、インフォメーションギャップの中で、PFA

を機能させようというもの。伊藤と山元がそれぞ

れのサイドに状況を説明した。福岡、布目、乗松、

松岡も第３グループに説明した。 

最初に登場したのは、ノリのいいおばあさんと若

い女性のペア。車のアクシデントを熱演してくれ

て、その際の言葉を、考えた。 

また、Listen、Look、Linkの３つが重要である

ことを、強調した。代表の方も、ヨランダの際、

共に支え愛や、声かけや心のケアがすごく大事で

あることを感じているとおっしゃって下さった。 

 

●2 年生 

2年生は、昨日同様、無事、夢については災害についてのアンケートを実施できたようだった。 

 

●昼ごはん 

昼ごはん中、2年生はミーティングをしていた。反省をして、明日に活かすようだ。話がつくまでご飯

は食べないと、熱心だ。 
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1年生は、ご飯に先に付き食べ始めた。食後

に、2年生が１年生を心配し、ミーティングを

持つように促す。またミーティングも上手く進

んでいないとみると、2年生（山下、井口）が

入り整理を手伝い始めた。説明が分かりにくい

という結論になり、模造紙にポイントなどを書

いて示す方向で話し合いがまとまる。 

昼からの市内観光を１時間短くして準備に当

てたいと 2年生の 2人から申し出があった。2

年生の準備もさらにしたいとのことで、それを承

諾した。 

1年生は、話し合いの持ち方や、その際の発言ス

キル、チームワークスキル、また協力体制のメン

タリティの問題が大きい。 

 ただ、こうした実践を通して、自分の役割を認

識したり、発言内容に気を付けたりして、チーム

にどう貢献するかを考えさせる必要がある。また

2年生の役割、1年生への指導の実践を通して、かれらもチームの在り方を確認して成長できるようだ。 

ここまで、こちら教員サイドがあまり口を出さずに、自助力に期待して、あえて距離を置いた。自分

たちだけでやりきること、自分たちでだけで招いた失敗を、どう自分たちだけで解決し、協力し合って

解決に向かうか。その経験を繰り返すしか、Co-Workの取り組みの改善につながっていかない。 

2年生から、「私たちグローバル、結構やってきたから、お互い言いたいことがあっても、うまく調

整できるようになったよね。」とか「これまでやってきたから、まとまるのも早いよね」とかの発言が、

聞かれた。とても頼もしい瞬間だった。 

これが、LNHSの高校生と共に改善のプロセスを踏めればさらに良かったのだろうと思うが、今回は、

2年生が１年生の成長を引き上げた形が、自然と見られ、それはとても収穫であった。 

 

●市内観光 

・マッカーサー公園、スタジアム、 

 生徒たちは、レイテの生徒らととても馴染んでいた。途中ずっと Dean先生と話ができた。今の仕事、

フィリピンのGrade12までの Senior HSが設置されて現場が大変な話や、デトゥルテ大統領のことや、

いろいろ話せた。 
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●farewell ceremony 

夕方、レイテナショナルの図書館前で、簡単

な farewell ceremony で、参加者に賞状が渡

された。生徒はとても喜んでいたし、楽しい

2日間だった。歓待に感謝したい。 

 

 

夜は、Luzのお宅でパーティ。 

行きの車の後ろの荷台のような席で 30分

ほど揺られて。 Aldinがいろいろ地区の説

明をしてくれるが、彼の英語もなかなか分かりづらい。 

Luzの家に、プレゼントの大垣名産の枡が置かれていた。 

日本人組は、食卓に座らせていただき、ゆっくり頂く。チキンも魚もビーフンも本当に日本人にもあう

味で、おいしくいただいた。トゥバというココナッツの木を発酵させたお酒がおいしく、たくさんいた

だいた。「サバ（もう一杯）」と Obet先生も何度もお代わりをしていた。 

Mayorのジュンジさんと奥さんの Luzがテーブルに着き、ずっと話をしてくださった。お客様を迎え

入れる姿勢が本当に嬉しい。サマール島の 24ある地区の内で 4.6万人いる最大の地区でMayor3期目

だそうで、次はもう終わりだそうだ。もともと弁護士で、その前は議員で、地域の特に貧しい人らのた

めに活躍されたそうで、それでMayorに選出されたとのこと。堅実な人柄が伺える。 

 夜中のトイレに立つと、トカゲがうろちょろしていた、気持ち悪かった。南国だからしょうがないか。 

 

■2 月 19 日（日）４日目 

朝、4時に起床。Luzもジュンジも起きていた。鶏も雨のせいか別棟に移されていて鳴いていなかっ

たのでよく眠られた。 

シャワーを浴びるも、そこに昨夜のトカゲが。動きが早く、ドアに引っ掛けたタオルの裏に隠れよう

として、ひやひやだった。何とか大きな対決をせずすんでほっとした。 

ジュンジと Luzはすでに起きていて、お茶を頂きながら 20分ほど話をした。特に、闘鶏の話が盛り上

がり、オーナーのジュンジは、熱く語ってくれた。ベットの仕組みや、Christと呼ばれるレフェリーが、

大群衆のそれぞれの betと金額を覚えて、それはコンピューターのようだという、昨日 Deanから聞い

た話を、もう一度訪ねてみた。やはり、同じ内容を語り、如何にすごいことかを立ち上がって説明して

くれた。 

 ドライバーは、昨夜、ジュンジにトップスピードで運転してすごかった、と少しオーバーに話したせ

いか、明け方の暗闇を慎重に運転してくれた。昨日とは全然違う安全運転だった。  
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 飛行場には、雨にもかかわらず、ジェティカやプリンセス、JPほか 10人くらいが集まってくれてい

た。またもあったかい見送りとなった。 

  

●マニラへ 

 8時頃着、早速マリ先生の小学校の近くパヤタス地区へ向かう。 

空港から 1時間もすると、ゴミでいっぱいのごみ処理を生業とする業者や家が見え始める。匂いも、生

ごみのにおいが強い。ディープなところに入ってきたことが分かる。人はたくさん住んでいる。明らか

に貧困地域だと分かる。ゴミ山（スモーキーマウンテン）でブルドーザーが数台仕事をしているのが見

えた。確かにもう土で覆われ、ゴミであらわになっている感じではない。山自体は 10数年前の状況と

は違うようだ。 

 狭い路地にバスが入る。マリ先生やその緑のポ

ロシャツをお揃いで来ている小学校の先生方が

15人ほど迎え入れてくれた。バランガイと言われ

る公民館に入る。教室一つ分ほどのところに 20

人ほどの住民が親子で集められていた。全員がス

カベンジャーと言われるゴミ拾いを生業にしてい

る人だ。 

 マリ先生の挨拶があり、1年、2年に分かれ、3

回目のパフォーマンスとなる。 

 

●1 年生 

1年生は、昨日レイテナショナルで改良した

点、特に絵を使っての説明に加え、彼ら自身

の意識が変わった点が奏功し、いい滑り出し

だった。また何より小学校の先生方が、一生

懸命理解しようとしてくださり、またそれを

タガログ語で説明をし直して下さりで、住民

の方々はよく理解をしてくださった。 

 1年生の中では、まだ意見の一致が見られ

ず、小さな衝突がまた発生し、途中戦意を失

っている者もいたが、全体としては最終の場

面で、住民の方が、シミュレーションに対し

て意見をそれぞれしっかり言ってくださり、

それがとても生徒に勇気を与えた。良心的に

辛抱強く参加し協力してくださった。本当に、

住民の方々と、先生方には感謝でいっぱいだ。生徒の成長を支えて下さった形だ。 
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 住民の方々からは、「被害者への言葉かけは気を付けないと」「慌てずに冷静になることが何より大

事だ」等、活動内容を理解し、発言を活発にしてくださった。 

 

●2 年生 

 2年生は、夢についてのプレゼン後に、それ

ぞれに夢について聞き取りを行う。こちらは、

昨日のレイテでの２回の実施と同様に、内容が

固まっていて、着々と進めることができていた。

後である生徒が、「貧困の中でも、全員が夢を

持っていて、その夢の内容や大きさに貧富の差

はなかった。誰もが夢を持つことが分かった。」と語って

いた。 

 またある男の子が、「両親が離婚し祖母に育てられてい

るが、夢は大学に行き、祖母に家を買ってあげること」と

話すと、大泣きする生徒もいて、その素直な気持ちと、何

とか貧困から抜け出したいという切なる思い、また自分が

「大学へ行く」と思っていることと、同じ内容なのに背景

が違いすぎることに、大きな衝撃を受けているように感じ

だ。 

生ごみの臭いが充満する地区だったが、温かいものを感じ

られたパヤタス地区だった。 

小学校の先生がバスに乗り込みマリ先生の小学校へ。 

 

 

●カステロ小学校 

 日曜日にもかか

わらず、大変な歓

待だった。人垣で

道を作り一人一人

に、レースをかけ

てくれた。 

 カンフェレンス

ホールで、セレモ

ニー。子供らの田植え踊りがかわいらしかった。 
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校長からの挨拶、こちらからの挨拶。防災の

活動のプレゼン。等、大変充実したものだっ

た。学校は、Green Projectと防災活動で、

校長が活発に動いている状況だ。 

●キャンパスツアー。 

昼ごはんも、カンフェレンスホールで。 

キャンパスツアーにて、校内のグリーンプロ

ジェクトについて見学。校内のいたるところ

に緑が植えられ、水を循環させる水耕栽培も

実施している。ペットボトルをリサイクルし、

水害時ようの船を作ってあった。8人乗り。 

 

 

 

●1 年生 

これで４回目。ビデオの線が不適合で、用意し

てもらったにもかかわらず使えなかった。が、小

学生に対してはビデオでは伝わらなかったのでは

と感じている。その分、いつも通り伊藤が中心に

なって、皆が順次出る形で説明が行われた。小学

生は 8人、協力的に我慢して、聞いてくれたと思

う。小学校の先生方も 2人が張り付きで、分かり

にくいところを説明してくださった。 

 最後の、犠牲者とサポーターの 2組に分かれる

ペアワークでは、2グループに分かれて説明をし

た。その辺りから、少し小学生にも動きが出て、

表情も明るくなった。 

 実際のペアワークは、これまでの中で一番、う

まく機能した。4組のペアが、一方が事故でショ

ックを受けている人に対して、supportiveではな

い態度を取る（演じる）。その中で、どんな気持
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ちになるかを感じてもらう活動だ。小学生が本当に協力的で熱心で、盛り上がってやってくれた。1年

生の生徒たちも、大変満足で、最後にやりきった感じを持てたようだった。4回で徐々に改善が加わり、

成長し段々成果が出てきた感じがうれしいです。 

 最後は、フィリピンの子供らの遊びを教えてもらい一緒に楽しんでいた。 

 

●2 年生 

 こちらも 4回目の活動となるが、これまで通

りうまくスムーズに実施していた。夢や防災の

アンケートを実施し、リサーチを深めていた。 

小学生とも大変仲が良くなり交流が進んだ。

最後は、花一文目を楽しそうに遊んでいた。子

供たちと、ふれあい、英語で話し合い、遊び、

とてもいい交流になったようだ。小学生がとて

も協力的で、友好的であることがまた救いとな

った。 

その後、コンフェレンスホールでスナックを頂

く。フルーツやイモ、もちなどが入った甘いぜ

んざいの様な食べ物が大変おいしかった。 

 

マリ先生らが企画してパーティを開いてくださるという。そこから、ジプニーに乗って 35分程とのこ

と。初めて、生徒らとジプニーに乗る。スーツケースを真ん中に 16人ほどが乗り込む。縮こまってく

っつくようにして乗る。板張りの荷台なので、風がガンガン入ってきて、また揺れも激しい。まして、

乗っている間中、生ごみの臭いがする。慣れてしまえばどうということはないのだろうが、なかなかア

ジアな感じの道中だった。 

35分という話だったが 40～50分はかかっただろう。こんなところにプール付きのパーティ会場がある

ものかと思ったが、貧民街に、突如それは現れた。家１軒分の大きさの屋根付きのガレージといったも

のが、３つほどあり、うち一つがプール２面を

持っていて、そこをマリ先生が借り切ってくれ

ていた。 

生徒たちは喜んでスイミングを楽しんでいた。

中には、3日間お風呂に入っていなかったので、

その分を解消するかのように開放的により楽し

んでいた。先生方も、その予定はなかったもの

のザブンとプールを楽しんでいた。 
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バーベキューでお肉やソーセージ、魚を丸焼きにしてくれていた。マリ先生の旦那さんやその仲間た

ちが、頑張ってくれていた。またマリ先生が、日本から持ってきたキムチ鍋の具材とコンロで、鍋をし

てくれた。生徒にとっては久しぶりの日本食で（と言っても 3日ぶり）大人気だった。 

 カラオケをやったり、話し込んだり、食べたり、最後の夜を楽しいものにしていただけた。感謝した

い。 

夜８時が過ぎ、ホストの先生方に連れられて、2～4人ずつのグループで、ホストの家に行った。男子

３人と私は、数学のロビン先生の所へ。ガードマンが２４時間体制でいる、比較的高級な住宅街であっ

たが、それでも家は小さく 2間の面積に 2階がついている感じ、シャワーはなく、トイレについた蛇口

からの水を桶にため、行水をする。狭いところで体を洗うしかなかったが、それでも十分暖かい歓待だ

った。奥さんと子供を親のうちに帰して、私たちを面倒見てくれた。 

2階に 4人で雑魚寝をした感じだが、ロビン先生は、1階の籐の椅子に寝転んでいた。 

 

■2 月 20 日（月） 5 日目 

朝、4時ころからロビン先生は、朝食を作ってくれていた。いい匂いがした。それよりも、夜中じゅ

う鶏が鳴き続けていて、熟睡というわけにはいかなかった。後で外に出てみると、隣接した 3つの家が

鶏を玄関先の棒の上に飼っていて、それぞれが順番に呼応するように鳴いている。また元気で、たくま

しく鳴く。日常の彼らには、気にも止まらないようだが、ヴィジターには、なかなかつらかった。 

4時半。外はまだ真っ暗。朝食は、なす、トマト、魚、コンビーフ、ゆで卵とごはんと、本当に一生

懸命そろえてくれた感じがして、ありがたかった。食事をしている間、彼は行水をし、コロンを振り掛

けた。 

バイクに荷台を付けたトライシクルで、学校まで。2人の生徒がバイクに、私ともう一人の生徒とロ

ビン先生が、サイドカーに丸まるようにして乗って、計 6人が爆音とともにまだ明けない暗い市内を疾

走した。終始、遊園地のライドに乗っている感覚で、ガタガタ道をかなりの振動と騒音と砂煙の中、ま

た人ごみを縫うように、、、、ま、楽しくはあった。 

トライシクルが遅れたこともあり、5時 30分の集合に 20分くらい遅れた。すでにグレード 6（小学

6年生）の学年全生徒約 1,000人が、所狭しと、昨日活動をした広場に集まっていた。そこが学校で一

番広い場所だが、すし詰めの状態。かなりの熱気を感じる。 

 

●カステロ小学校 

ステージ上に、一団を待ち構える椅子が用

意されていた。 

グレード 6の生徒たちは、行儀がよく、国

家、州歌、教育勅語（？）、村の歌、と次々

に歌ったり暗唱したり。かなり、仕込まれて
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いる感じがした。全員が大声で元気に声を出す。

体操も元気に行い、習慣的に実施していること

がよく分かる。日本の生徒らは、小学生でも高

校生でも、なかなかこうはいかない。 

挨拶をさせてもらい、皆の歌や暗唱に感動し

たことを伝えると、歓声が上がった。 

その後、3つのグループに分かれて、英語、

算数、農業の授業に入った。英語、算数はグレ

ード 6で、アクティブラーニングの感じ。グル

ープで活動する場面が散見された。農業はグレ

ード 3か 4の生徒だが、学校の green project

に関わる重要な活動のようで、丁寧な指導が小

さいうちからなされるようであった。やさしそ

うな中年の女性の先生が、トマトの植え方を教

え、実際に植えるまでを行った。食糧問題の解

決にもつながるようで、生活に関わる点でも重

要なことなのであろうし、学校にとっても地域

や行政から評価されるポイントであるようだっ

た。 

英語と数学は、結構難度の高いことを実施し

ていた。 

コンフェレンスルームで、スナック。みな朝

食はロビン先生のところのように、早朝から用

意され済ませてきていたが、またしっかり用意

してくださっていた。ミルクのスープがおいしく、日本とは少し雰囲気の違ったパン、なんといっても

バナナはなかなかおいしかった。 

 

●避難訓練 

毎月 1回は行われるそうで、地震と水害、火

災の 3種類の訓練があるそうだ。本日は地震の

もの。生徒 7,000人のうちの午前組の半数約

3,500 人が校内放送とともに一斉に郊外に出る。

教室に配置してあるヘルメットをかぶり、G1

の小学 1年生から G6の 6年生までが、担任と

旗を持ったリーダーに連れられて、一気呵成に外に出る。生徒らはよく訓練され、また先生をきちんと

尊敬する雰囲気がそもそもあるので、非常にまとまって小走りで移動する。 
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校長先生は、「今回は 3分だった」と満足気だったそうだ。学校前の 3つの路地にそれぞれ別れ、ク

ラスごとに長蛇の列となって静かに座っている。

けが人を治療するデモもあったり、メディア対

応の部署も設置している。3か所の道路をふさ

いで通行禁止の大きな看板があり、担当の先生

方が地域に協力を願って迂回をお願している。

地元の協力もしっかり取り付けての活動となっ

ている。 

 

現校長は 2年

前から就任し、

汚かった学校を

きれいにし、こ

の訓練を取り入

れて、ユネスコ

から賞をもらったり、Green Projectで地域で賞をもらっ

たりしていて、どんどん改革を進めた敏腕だ。働きの悪い

メンテナンススタッフを首にしたりと、学校に

一定の規律を入れたことで、先生も生徒の動き

も変わってきたという。Green Projectで作っ

た野菜などを、昼食がままならない生徒に配膳

したりして、アイディアマンでもある。そうし

た活動が地域にも受け入れられている感じがす

る。 

大々的な避難訓練が約 15分ほどで手際よく

終わった。 

カンファレンスホールで短めのフェアウエル

をして、校長以下先生方に感謝を申し述べてバスに乗る。24時間にも満たない学校見学とホームステイ

であったが、学校側の歓待に心温まるものがあった。 

 

●バスに乗り空港へ 

途中 1時間少々メガモールに立ち寄る時間があった。生徒らもお土産を買う時間があり、昼食も食べ

たりと少し余裕がある時間が持てた。 

マニラの空港でもスムーズに進み、無事帰路に着いた。 
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■まとめ 

とにかく生徒らは、地元の生徒や先生方、住民の方々と十分な交流が持てた。課題として用意したリ

サーチや活動を、英語をたっぷり使い、多くの方々の忍耐と協力で、十分行うことができたことは大き

な収穫だった。 

また、ホテルは 1泊で残り 3泊は 2か所でホームステイであったが、これがリアルな体験となって生

徒の印象に深く残ったようである。文化の違い、生活の違いとは何か、貧困の実態とはどういうものか、

日本の生活が一体どれほど快適なものであるのかを、認識する良い機会となった。 

日本を飛び出し、海外で短くはあっても生活したり交流を持つたりすることで、生徒らは日本人とし

ての在り様、また日本人としてすべきことを考える種を心に植え付けたように感じる。体験から得られ

る気づきが、どれほど大きなものであったか、今後の彼らの学習の意欲や、進路意識などの将来を見つ

める姿勢に注視していきたいと思う。 

嬉々として帰国した生徒らは、わずか 5日の旅であったが、濃密な活動の中で、一回りも二回りも大

きくなって帰ってきてくれたと実感している。 

今回の研修の実施に向けご尽力くださった先生方、関係の方々に感謝を申し上げたい。また、5日間

不在にしたことでご迷惑をおかけした先生方に、本当にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 


