
「フィリピンのセブ島で子ども達と遊ぶスタディーツアー： 

『アリガトウ』と言ってもらって」（鈴木あさみ） 

 

ＧＭＳ学部２年の鈴木あさみさんは、夏休みを利用してフィリピン共和国のセブ島に行

き、現地ＮＰＯのスタディーツアーに参加し、貧困層の村、孤児院やデイケアセンター（小

学校に上がる前の子どもたちに、基礎的な読み書きを教える施設）において、「地元の子ど

も達と遊ぶ」活動を通じて、現地の教育事情や社会等について学んできました。 

 

セブ島はフィリピン中部に浮かぶ人口３００万人あまりの島で、美しいビーチリゾート

として世界各国からの観光客を魅了しています。またセブでは近年多くの語学学校が出来

ていて「暖かいビーチリゾートで英語を学びたい」という人たちにも人気があります。 

 

そんな国際リゾートであるセブにおいて「地元の子ども達と遊ぶ」というといかにも気

楽な研修のように感じられるかもしれません。しかし、決してそうではありません。まだ

まだ貧困に苦しむ人が多いフィリピンにおいては、貧しさゆえに十分な教育を受けられな

かったり、様々な事情により保護者と暮らせなかったりする子どもたちが沢山います。そ

のような事情は、リゾート地セブとて例外ではありません。 

 

鈴木さんはこの研修に参加した仲間たちと一緒に、「どうしたらそのような境遇にある子

どもたちに、ほんのひと時であったとしても笑ってもらえるだろうか、楽しんでもらえだ

ろうか」と毎晩のように考え、夜遅くまで歌や踊りを練習し、毎日のスタディーツアー活

動に臨んでいました。 

以下は、鈴木さんにお聞きした内容です。 

 



Q1. 海外研修のきっかけは何でしたか？また、なぜたくさんある候補地の中でフィリピン 

のセブ島に行くことを決めたのですか？                 

私はもともと東南アジアには、何度か旅行で行っていました。そうした旅行を通じて、 

東南アジアの人たちの生活やリアルな姿にさらに興味を持つようになっていました。 

そのため、今回東南アジアを研修地として選んだことは、私にとってごく自然なことで 

した。その中でもフィリピンは英語が公用語として使用されており、さらにセブ島はフィ

リピンの中でも治安が良いと聞き、安心さと安全さを考え研修地をセブ島に決めました。 

 

 

Q2.  渡航前の準備として、何かしたことはありますか？ 

東南アジアが好きとはいえ、フィリピンは初めて行く国だったので、現地についての情

報収集をしました。私の参加したスタディーツアーは、ＣＥＣという海外ボランティア派

遣団体が日本で参加者募集を行い、セブの地元ＮＰＯがプログラム運営を行っていました。

そこで、ＣＥＣのホームページを見てプログラムの活動内容を手探り状態ではありました

が大体把握し、現地コーディネーターの方と連絡を取ってアドバイスを貰うなどしました。 

 

Q3. 今回の研修に費やした費用は、いくらくらいですか？ 

 東京―セブ間の航空券代が往復７万８千円、プログラム参加費が１０万５千円、それに

現地で自分が使う生活費が約５万円でした。すべて合わせると、２３万円前後でした。 

 

Q4. 現地では、どのようなところに宿泊していたのですか？ また、食事は口に合いまし

たか？ 

（1）宿泊先 

 ビジネスホテルのようなところに宿泊していました。事前にメールで送られてきた宿舎

の写真は小さくみえ、現地は虫や蚊が多いと聞いていたので、それなりに覚悟して現地に

向かいました。 

しかし実際行ってみると、宿舎は新しかったです。一人 1 部屋あてがわれた室内にはエ



アコンも小さなテレビもあり、シャワーもお湯が出て、滞在するには十分快適でした。私

の部屋はツインベッドの部屋で少しさみしく感じられたので、２つあったベッドをくっつ

けて使っていました。 

 

 

また、ホテルの廊下にはウォーターサーバーがありました。そこで、５００ミリリット

ルのペットボトルの容器にそのウォーターサーバーのミネラルウォーターを詰め直し、常

に自分の部屋においてうがいや歯磨き用にはその水を使っていました。滞在期間が長かっ

たので、やはり水には気を使っていましたね。 

なお現地は、とにかく湿気が高かったです。毎日手洗いで洗濯をして自分の部屋に洗濯

物を干していたのですが、なかなか乾きませんでした。 

 

（2）ホテルの食事 

ホテルにはレストランがあり、朝食付きだったので毎朝そこを利用していました。メニ

ューには沢山の料理が書かれているのですが、ウェイターに聞いてみると「今日はツナサ

ンドしかない。」といったようなことが多々ありました(笑)。 

朝食は、大体サンドウィッチかトーストと、3in1 というフィリピンのインスタントコー

ヒーを飲んでいました。3in1 は、コーヒーとシュガーとミルクとが最初から一つのパック

になっているインスタントコーヒーです。合理的と言えば合理的ですが、砂糖やミルクの

量を調整できないという欠点はあります。 



 

 

 

（３）ローカル食  

ホテルの朝食は別として、現地の他の食事はおいしかったです。セブでは BBQが有名な

ようで、BBQ専門店が町中にあり、炭火で焼いた肉のにおいが食欲をそそりました。また

ハチのロゴで有名な Jollibee（＊注：フライドチキン、ハンバーガー、スパゲッティ等を商

品として扱う、フィリピンの大手ファーストフードチェーン。地元では、マクドナルド以

上の人気を誇る）もいたる所にあり、食べやすい味付けでおいしかったです。 

 

 

 

研修の一環としてフィリピンの貧困地域にある一般家庭を訪問した時には、チキンとプ



ソ（＊注：チマキのようにバナナの皮に包まれたフィリピン風ご飯。）をいただきました。

レストランでも提供されるほど地元では一般的なこのプソですが、日本米に比べるとパサ

パサしていました。単体で食べるとあまりおいしくないのですが、お肉にと一緒に食べる

とちょうどよかったです。お肉に合う気がします。 

 

 

（4）飲み物 

飲み物は、地元の子どもたちにはネスレのミロが人気でした。牛乳と一緒に飲めるので

体にも良いと、現地の NPOの先生はおっしゃっていました。 

また、レストランで出てくるレモンティーやミルクティーはハーブが強くて、私の思っ

ていたレモンティーとは全く違うものでした。 

私のお気に入りのカフェは、Bo’s Coffeというスターバックスやドトールコーヒーのよう

な形式のお店で、そこに何度も通っていました。コーヒーやケーキが、すごくおいしかっ

たです。 

しかしフルーツが豊富なセブでは、フレッシュシェイクがお勧めです。デパートやスー

パーにあるフレッシュフルーツジューススタンドでは、その場でフレッシュフルーツシェ

イクを作ってくれます。私のお気に入りはチェーンの Thirstyで、滞在中に何度も通ってい

ました。裏メニューの 4 seasons shakeは本当においしかったです。 

 

 

（5）デザート 

デザートでは、フィリピン風かき氷のハロハロがおいしかったです。ハロハロは、日本



でもたまに売られています（＊注：コンビニエンスショップのミニストップ等が夏場に販

売）。しかし本場のハロハロは、日本で販売されているものとは異なっていました。フィリ

ピンでは紫イモのペーストが必ず上にのっており、また、豆が入っていたりナタデココの

ようなものが入っていたりとそれぞれお店により特色がありました。 

 

 

Q5. 現地では、どのようなスケジュールで毎日を過ごしていたのですか？ 

（１）スタディーツアー内容 

 あらかじめ現地ＮＰＯによって、私達のプログラムは組まれていました。午前中は自由

時間で、午後から孤児院やデイケアセンター等の訪問先を 2，3か所訪問し、間に休憩をは

さんで全員で夕食を共にする、といったスケジュールでほぼ毎日活動していました。 

ただし渡されたスケジュール表には訪問先として行く場所のみが記載されており、実際

に訪問先で何をするのかは自分たちで決めなくてはなりませんでした。そこで私達参加者

は毎日のように就寝前に集まり、翌日の訪問先で何をするかを相談し、使うものを準備し

て、子どもたちと一緒に歌を歌う場合には歌の練習をする、などという忙しい毎日を送り

ました。 

 

またこのスタディーツアーに参加した人達はお互いほとんどが初対面だったうえに、活



動する場所は一か所ではなく、訪問先の子どもたちの年齢も下は幼稚園児から上は高校生

までと幅広かったので、どのようなアクティビティーをすればよいのかを考えて決めるこ

とがとても大変でした。 

 

 

（２）英語の歌と振付け 

訪問先の子どもたちは小学生くらいまではみんな歌や踊りが好きということを聞いてい

たので、私たちは初日に日本語の歌を歌いました。しかし日本語が難しかったせいか、こ

どもたちは理解ができず、反応はいまいちでした。 

そこで翌日からは、子ども達になじんでもらいやすいように、振り付けのある英語の歌

に切り替えました。しかし私たちは元々こういった歌や振り付けには詳しくなかったので、

歌をおぼえて歌えるようになるまでが一苦労でした。 

 

それでも子どもたちに喜んでもらいたくて、You Tubeを見て夜な夜な練習しました。そ

のため、夜更かしの毎日となりました。そうして努力して  “Wind The Bobbin 

Up”, ”BINGO”, ”Head Shoulder Knees and Toes”といった歌を振付けを交えて一緒に歌っ

たところ、子ども達は笑顔で喜んでくれました。 



 

 

（３）南中ソーランとよさこい 

ある時などは、「何か出し物を用意して！」と頼まれたこともありました。そこで日本の

伝統的なものをと思い、急きょ小学生の時以来ご無沙汰であった南中ソーラン節をやるこ

とにしました。これまた You Tubeを見ながら朝方まで練習し、リボンで作ったはちまきを

巻き、披露したのもよい思い出です。 

ただし、せっかく努力して披露してはみたものの、みんなきょとんとした顔をしていて、

「日本の踊りは受け入れられにくいのかな」と少しがっかりしました。 

しかしつい先日、「セブではよさこいがブームになっているよ」と現地に行かれた方から

連絡をいただきました。私の踊ったソーラン節ともつながりがあるよさこいという日本の

踊りが地元の人に受け入れられたことを、うれしく思いました。 

 

（４）休日の海 

フリーの日は色々なことをしたのですが、海が綺麗だったので、シュノーケリングを楽しみま

した。 

 

ただ、ちょっとした海でのアクシデントもありました。日本人がオーナーであるカオガハン島

という島に、遊びに行った時のことです。カオカン島はセブ沖に浮かぶ美しい島で、あえて島に

電気を通さないなど環境保護に気を使っているところです。セブからカオカン島へは船に乗って

いったのですが、途中でその船のエンジンがピタリと止まってしまったのです。私たちは、海の



真ん中に取り残され、そこでただただ助けを待つというはめになってしまいました。2 時間後、

ようやくレスキューが来てくれた時は、本当にほっとしました。 

 

（５）休日のシティーライフ 

また、インペリアルホテルというリゾートホテルにデイユースで行ってのんびりしたり、活動

が早く終わった日もＳＭモールという地元の大型ショッピングセンターにショッピングへ行っ

たりと、とても充実していました。 

さらにプログラム最後の日は、疲れを癒してもらおうとマッサージに行きました。店舗は雑居

ビルの中にあって、怪しい雰囲気でした。しかし、1 時間 210 ペソ（約 500 円）＋チップで合

計しても日本円で 1000 円未満と格安で全身マッサージをしてもらい、すごく気持ち良かったで

す。日本人がオーナーであるらしいこのお店では最後に玄米茶のサービスもあり、ほっとしまし

た。値段も安いですし、セブではマッサージがおすすめです。 

 

 

Q6.  一緒にこのスタディーツアーに参加した仲間には、どんな人達がいましたか？ 

様々な学生がいました。例えば、JICAのプログラムで既にインドにボランティア行った

ことがある人、教育学部に在籍していて教職を志している人、大学のゼミで貧困問題につ

いて勉強している人、大学の学生団体に所属している人などです。 

このプログラムに参加した動機はそれぞれ異なっていましたが、みな「目の前にいる子

どもたちのために何か行動したい」という思いは共通していました。このように同じ思い

を持った人達と一緒に過ごすことができたことは、とても刺激になりましたし、勉強にな

りました。 



 

 

Q7. 現地での心温まるエピソード等ありますか？ 

（１）「セブの娘たち」との別れ 

 貧困層の住むエリアでの活動は 2 回しかなかったのですが、そこの子どもたちは実に人

懐っこく、私たちが考えてきたプログラムをみんな楽しんでくれました。家庭訪問もこの

地区に住む女の子のお家にお邪魔したので、そこの子ども達とは沢山交流し多くの時間を 

共有することが出来ました。 

 

子どもたちが小さな手で私の手をにぎり、お家まで連れて行ってくれました。その途中

で近所の人に会うと、彼らに私のことを”My mother!”と紹介してくれました。ちょっとう

れしかったです。 



 

そのエリアでの活動最後の日、お別れの時には、私たちはもうそこには行かないのにも

関わらず、子どもたちが私に”See you tomorrow!”と言ってくれました。私は、思わず泣い

てしまいました。すると子どもたちは、”Don’t cry anymore.” “I miss you.”と声をかけてく

れ、たくさんハグしてくれました。 

 

 

（２）「アリガトウ」と言ってもらって 

 また、日本でいえばダイエーのようなスーパーで買い物をしていた時のことです。日本

語を勉強しているという現地の女性が、「トモダチ！」と私に声を掛けてきました。私が振

り向くと彼女は、「なぜセブにステイしているの？STUDY?」と聞いてきました。そこで私

が、「子どもたちと遊ぶためです。」と答えました。彼女が「？」という顔をしたので、私

はさらに「チャペルやデイケアセンターや孤児院を訪れています。」と補足しました。 

すると女性は私をみて、やさしい口調で言いました。「アリガトウ、セブの子どもたちを

助けてくれて。」 

「自分のやっていることは、誰かの役に立っている。」そんなふうに思えることが出来た

この言葉に、私は救われた気がしました。 



 

 

 

Q8.  現地で受けたカルチャーショックは、何かありますか？ 

（１）交通ルール 

 まず第一に、カオスな交通マナーです。バイクに 4人乗りなどは当たり前で、「乗り物に

は定員はなく、乗れるだけ乗る！」といった印象を受けました。ジプニー（注：トラック

の荷台を座席に改造したフィリピンの乗り合いタクシーで、庶民の足として機能している。

元々はフィリピンに駐留していた米軍のジープを改造してつくられていた。）も溢れんばか

りの人が乗っていたり、車内には収まりきらなかった乗客が車外のポールにつかまって乗

っていたりしました。 

また道路には信号や車線があまりなく、道路は好き勝手な方向に進む車やバイクや人で

あふれていました。どうも聞いたところによると自動車教習所のようなものはないらしく、

運転免許所は申請登録すれば取得でき、実際に乗りながら運転をおぼえるらしいです…。

日本では考えられないことですね。 

 

（２）お店のセキュリティー 

お店などに行った時には、そのセキュリティーの厳重さに驚きました。薬局やコンビニ

など多くのお店の前には銃を持った警備員さんがおり、スーパーに入る前には、こういっ

た警備員さんに荷物チェックを受けたり、場合によっては荷物カウンターにバッグや他の

お店で買ったもの等の所持品を預けたりしなければなりませんでした。 

自分が携帯していてお店に持ち込むミネラルウォーターでさえ、キャップにマジックで

「これは本人が持ち込むものです」ということを示すマークを付けられたりもしました。

セブはフィリピンでは治安がよい方だと聞いていましたが、「こんなにセキュリティーが厳

重であるということは、それだけ万引きが多いのかな？」と思ったりもしました。 

 しかしそうかと思えば、お店の店員さんは、お客さんがいても平気で床に座っておしゃ

べりしながら Jollibee（注：前述した、フィリピンの大手ファーストフードチェーン）のハ



ンバーガーを食べていたりして、なんとものどかに感じられる部分もありました(笑)。 

 

（3）トイレ 

現地ではきれいなデパートでもトイレに便座がなく、またあったとしてもなぜかみんな

使用していなかったのにはとまどいました・・・(笑)。また東南アジア式の、溜め水と桶を

使って水を流すタイプのトイレも、町の小さなレストランや NPOの施設では現役で使用さ

れていました。 

 

（４）美白と傘の使い道 

現地は日差しが強いのですが、地元の人たちはあまり日焼けをしたくないらしく、雨傘

を日傘として使い、晴れの日も雨傘をさしている人がちらほらいました。また傘を持って

いない人は、目の部分を除いた顔の大部分をシャツの襟や T シャツで覆ったりして、日に

当たらないようにしていました。水着姿でシュノーケリングを楽しんでいた外国人の私に

とっては、彼らの美白に対する思い入れの強さが驚きでした。 

しかしその日傘として使われている傘は、雨の時もやっぱり活躍していました。面白く

感じたのは、スコールの時、傘をさして頭はガードしているのにも関わらず、足はビーサ

ンや裸足でずぶぬれ、という人たちが結構いたことです。「頭隠して尻隠さず」という感じ

で、微笑ましく思いました。 

 

（5）韓国人の進出 

セブには、想像以上に韓国人観光客が多かったです。彼らにとってセブは、日本人にと

ってのハワイのようなところなのかもしれません。またセブは観光だけでなく、語学留学

先としても彼ら韓国人に人気なようです。 

また街に韓国人が多いせいか、デパートやスーパーに入ると韓国のカフェやコスメのお

店が結構あり、「フィリピンにいるのになぜ？」と、不思議な気持ちになりました。 

 

 

 



（6）地元の人の写真好き 

出会った地元の人は気さくな人が多く、気軽に写真撮影に応じてくれました。日本なら

知らない人にカメラを向けるとムッとされたり拒否されたりすることもあるかもしれませ

んが、セブでは一回もそのようなことがありませんでした。むしろみんな写真が大好きで、

カメラを向けると、速攻でポーズをとってくれました。 

 

 

Q9. 今回の研修は、鈴木さんの大学生活や今後の人生においてどのように生きてくると思

いますか？  

これまで何度か旅行では東南アジアに行ってはいますが、それらの旅行はいつも家族と 

一緒でしたし、私は元々そんなに積極的なタイプではありません。そのため、スタディー

ツアーという形式のこの研修に一人で参加することについて、行く前は不安でいっぱいで

した。  

しかし実際に自分で決めて一人で参加して、最後までやり遂げたことは自信につながり

ました。また日本と異なる環境に身をおくことにより、少なからず視野も広がったのでは

ないかなと思います。 

 

 



Q10. 最後に、これから海外研修を行いたいと思っている人へのアドバイスやメッセージ

をお願いします。 

もし皆さんの中に、「海外スタディーツアーには興味はあるけれど、行くかどうかまだ迷

っている」という方がいたら、私が参加したスタディーツアーをおすすめします。スタデ

ィーツアーはボランティアとまではいかないかもしれないですが、現地に直接行かなけれ

ば分からなかったことが沢山分かったし、旅行では絶対に体験することのできない貴重な

体験が出来ました。観光客として観光スポットをまわるだけの旅行ではなく、スタディー

ツアーを通じて現地の人たちの生活に踏み込み、同じ目線に立つことで違った風景が見え

てきます。私自身、目線を変えるだけでこんなにも世界は変わるのだと実感しました。ま

た海外へ行くことは、日本を客観的に見ることのできる機会にもなります。その経験は自

分の財産にもなると思います！学生のうちがチャンスだと思います。わたしも他の国や、

そしてもう一度セブへ行きたいです！ 

 

 

 

 

 

 

おわり 

  （聞き手＆文責 ＧＭＳ学部講師 杉森建太郎） 

 


