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地域に根ざし、世界に開く 

コラボ通信 第 5２号 
2020 年 3 月 3１日 

愛知淑徳大学 コミュニティ・コラボレーションセンター発行 「コラボ通信」 第 5２号 

CCC（コミュニティ・コラボレーションセンター）とは・・・ 

学生が学外で生きた学びを得られるように支援する教育機関です。地域、社会、世界の人々と出会い、協働すること

で、大学で学んだ知識を活きたものにしていけるようサポートしています。これまでに、多くの学生が CCC を通して

地域に飛び出し、NPO や市民団体、企業などと連携して共に活動しています。 

新入生のみなさん、ぜひ、ＣＣＣに 1 度足を運んでみてください☆ 

2019 年度、淑友館がある下呂市と愛知淑徳

大学は協定を結びました。 

過疎、高齢化が進む下呂市小坂町を活性化で

きる取り組みを考えています。現在は、特産

物の「えごま」を小坂町の方々と植え、育て、 

えごまと小坂町の魅力を名古屋圏で紹介す

る活動をおこなっています。 
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アフリカの国 タンザニアからお届け！ Vol.１ 
2020年１月号 

 

MAMBO! このお便りはアフリカの国タンザニアから、「タンザニア」についてお伝えしていくも

のです。「タンザニア」と聞いて何をイメージしますか？タンザニアってどんなところ！？と思う

でしょう。このお便りを通して、タンザニアについて知ってもらうきっかけになればと思います。

タンザニアでの生活や文化、活動先の学校の様子などをお伝えしていきます！ 

 タンザニアで青年海外協力隊として活動しています！ 

2019年 8月～2021年３月まで、アフリカにあるタ

ンザニアのモロゴロ州キロンベロ県マングラ村のマング

ラ小学校で活動をしています。小学校では５年生のクラス

で算数の授業をしたり、ノート点検やテストの採点のお手

伝いをしたりしています。 

タンザニアの子どもたちはとても元気でエネルギッシ

ュ！よく歌を歌ってくれます。授業中は先生の話を静かに

聞いたり、ノートをきれいに書いたり、手を挙げて発言し

たり。よく先生のお手伝いもしてくれます。日本にも興味

をもってくれているので、日本語のあいさつや歌を教えま

した！最近の朝のあいさつは「おはようございます」。少

し発音が難しいですが、日本語で挨拶をしてくれる子が増

えました。 

国は違っても世界はつながっている！どこにいても一生

懸命がんばっている姿、笑顔はとっても素敵です！ 
～プロフィール～ 

名前：瀧 亜紗美（たき あさみ） 出身地：愛知県稲沢市 

愛知県の中学校教員を経て、現職教員特別参加制度を利用して、JICA青年

海外協力隊としてタンザニアのマングラ小学校で先生として活動中！ 

JICA海外協力隊とは！？ “現地の人々と一緒に、世界各国の課題に挑戦する仕事。” 
 JICA（独立行政法人国際協力機構）が派遣する JICA海外協力隊には青年海外協力隊／シニア

海外協力隊があります。開発途上国で現地の人々と共に生活し、同じ目線で途上国の課題解決

に貢献する活動を行っています。 

開発途上国からの要請によって、職種も業務内容も様々なものがあります。私の派遣職種は「小

学校教育」で、要請内容は主に算数の授業サポート、授業改善です。現地の先生たちと一緒に

日々の授業に取り組み、子どもたちと共に過ごしています。 

に挑戦する仕事。”

タンザニアってどんな国！？ 

タンザニアと聞いて、何をイメージしますか？ 

『アフリカの国、動物がたくさんいる、暑い国、黒人の国、

キリマンジャロなど…』、いろいろイメージするものがある

のではないでしょうか。タンザニアにはライオンキングのモ

デルになったとされる国立公園やイモトアヤコが登頂した

キリマンジャロ山などがあります！ 

 

TANZANIA MAILを発行します！よろしくお願いします！ 

【人口】              (2017年データ) 

     57,310,000人 

    126,800,000人 

 

 

 

【言語】 

スワヒリ語（国語） 

英語（公用語） 

 

 

【民族】 

ポゴロ族・チャガ族 

など約１３０ 

【宗教】 

キリスト教 

イスラム教 など 

【気候】 

熱帯サバナ気候 

ステップ気候 など 

   

【面積】         日本の約２．５倍 

   945,000 ㎢ 

      377,947 ㎢ 

  

タンザニアは『タンザニア連合共和国』といい、東アフリカにあり、南半球に位置する国。 

世界でも有数の大自然とさまざまな野生動物を見ることができます。 

道を歩いていると、遠くからでも挨拶をしてくれ、陽気で親しみやすいタンザニア人。 

温厚で、焦らず、急がない。おしゃべり好きで、よく笑い、笑顔が素敵です。「みんな家

族」という意識が強く、集まっておしゃべりをしたり、一緒にごはんを食べたり、客人を

おもてなしするカリブ文化など、人とのつながり、共に過ごす時間を大切にしています。 

 

次回はタンザニアについてさらに詳しく紹介します！ 
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地域での主なボランティア活動 

4 

月 

コロナウイルス対策のため、活動休止 ＣＣＣのこと、 

ボランティア活動のこと、 

なんでも聞いてくださいね！ 

5 

月 

気候のよい時期ですが、コロナウイ

ルスが広まらないよう 1人1人の心

がけが大切です。

6 

月 

現在、予定がたっていない状態です。（2020．5現在）

7 

月 

名古屋国際センター「夏休みこども日本語教室」（～8 月） 

日進市主催 わいわいフェスティバル（4 日（土）） 

8 

月 

表浜 BLUE WALK 

エコフェスタ名東 各児童館でのイベントや交流 

東邦ガス㈱夏休み子ども向けイベント 

夏は子どもサマーキャンプや、野外

のイベントが盛りだくさんです！ 

夏休み中も、ＣＣＣを活用してみて

くださいね！ 

9 

月 

アジア海外研修員とのおでかけボランティア

養護施設の子どもたちとのデイキャンプ

㈱デンソー「デンソーグループハートフルまつり」

みその歌舞伎フェスタ

10 

月 

 
アジア保健研修所 「オープンハウス」

ワールド・コラボ・フェスタ

秋は地域でのお祭りなど、 

イベントがたくさん開催されます！

11 

月 

チェルノブイリ救援・中部「クリスマスカードキャンペーン」

長者町ゑびす祭り

地域の皆さんと、楽しいクリスマス

のイベントを一緒に創り上げてみま

せんか？ 

12 

月 

各児童館・施設等「クリスマス会」 

トヨタ自動車㈱JDR トヨタとのコラボイベント

1 

月 

各児童館おもちつき大会 新年、地域の方々や子どもたちとの

おもちつき大会は大人気です☆ 

2 

月 

 児童館バレンタインお菓子づくりイベント 

 めいとう福祉まつり 

開発教育指導者研修実践フォーラム 

一年間を振り返る場として、地域で

は様々なフォーラムなどが開催され

ます！ 

3 

月 

 瀬戸信用金庫「すみれの贈呈式」 

マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知

通 

年 

 名古屋市内児童館での授業サポート 

 各小学校・中学校での授業サポート 

 日本語教室 

高齢者外出サポート 

様々な地域活動の自主企画を実施す

ることもできます。 

愛知淑徳大学 コミュニティ・コラボレーションセンター発行 「コラボ通信」52号

2020年度、地域での一部活動予定です。これ以外にも、「ボランティア情報（月 2 回発行）」や 

キャンパススクエアでも情報をチェックしてみてくださいね。（＊予定は変更されることがあります。）

長久手キャンパス 星が丘キャンパス 

利用時間 平日 9:00～18:30（授業日以外 9:00～17:00） 

場所 11号棟 1階 5号館 1階 

連絡先 0561-62-4111㈹ 052-781-1151㈹

コロナウイルス対策のため、活動休止
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