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奨学生名 (担当隊員）       

①学年 ②支援継続の有無 

③成績 

    
ブライアン オチング ブライアン オチング ブライアン オチング ブライアン オチング (湊)  

①Form4 ②継続 

③C+（学年10位/134人） 

 

オデロ ファレシュオデロ ファレシュオデロ ファレシュオデロ ファレシュ    (木内) 

①Form2 ②継続 

③B+（学年10位/500人） 

 

モイ ティベリアスモイ ティベリアスモイ ティベリアスモイ ティベリアス    (松原) 

①Form3 ②継続 

③C+（学年120位/438人） 

 

ジェーンジェーンジェーンジェーン    ンジェンガンジェンガンジェンガンジェンガ    (松田) 

①Form4 ②継続 

③B（学年2位/79人） 

 

ピーターピーターピーターピーター    カビロカビロカビロカビロ    (加藤淳・西川) 

①Form4  ②継続 

③B（学年２位/88人） 

 

ナンゴリ ヘンリーナンゴリ ヘンリーナンゴリ ヘンリーナンゴリ ヘンリー    (望月) 

①Form3 ②継続 

③C（学年78位/315人） 

加藤淳史新委員長就任挨拶 
 

 2012年1月より新委員長に就任させて頂く事になりました23

年度1次隊エイズ対策の加藤淳史です。前福尾委員長から依頼が

あった際、歴史あるKESTESの委員長という重役に戸惑いもあり

ましたが、より良いKESTESを作っていきたいという気持ちから

引き受ける次第となりました。 

 委員長として第１回定例総会では２名の奨学候補生を精査致

しました。彼らの人生に可能性を与えるこの作業に大きな責任感と充実感を持って当た

らせていただきました。今後も予算の許す限り、より多くの生徒を支援していく所存で

あります。また、2009年11月に有志12名で復活したKESTESも多くの隊員に活動の意義

を共感していただき、2012年7月現在29名の委員と共に活動しております。しかしなが

ら、今年12月または来年3月に大統領選挙を迎えるにあたり委員数は今後減少していき

ます。少ない委員数でも機能する運営体制を作っていくことも今年の課題の一つと考え

ております。最後になりますが今後ともKESTESに温かい支援の程、宜しくお願い申し上

げます。 

23-1加藤淳史新委員長 

新ＫＥＳＴＥＳ奨学生２名誕生 
５月に行われた第一回定例総会において、新たに二人の奨学生を支援することを 

決定しました。 

ムワンギムワンギムワンギムワンギ君 君 君 君 ((((18181818歳歳歳歳))))    
担当者：浅海隊員（２２－２）松田隊員（２２－３） 

所属校：Kerugoya Upperhill Boys Secondary School   

成績：A-（学年1位/NA)  KCPE 310 

学年：Form 1 

学費：37,100 Ksh 

 

 母親と祖母と３人暮らしのムワンギ君。収入のほとんどは、癌である祖母の治

療費に当てられています。その為、以前通っていた学校は、学費が支払えず退学

となりました。その後、複雑な家庭の事情により家出していたところを保護さ

れ、ゲタスル更生学校へ。モチベーションが高くまじめな生徒だった為、柏木隊

員（２１－４）に推薦され、KESTESに申請することになりました。「夢は医者に

なり自国に尽くすこと」と熱く語るムワンギくんの今後に期待です。 

KESTES通信 
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はらんべぇはらんべぇはらんべぇはらんべぇ････れおれおれおれお 

ボニファスボニファスボニファスボニファス君 君 君 君 ((((15151515歳歳歳歳))))    
担当者：馬渕隊員（２２－４） 

所属校：Kaaga Boys High School  

成績：B+（学年2位/179)  KCPE 356 

学年：Form 1 

学費：37,827 Ksh 

 

 ５人兄弟の末っ子のボニファス君。両親共に健在ですが、収入がほとんどない

為、今回KESTESに申請することになりました。彼は生まれつき眼振があり、長時

間の集中は難しく、疲れやすいそうです。また、彼の家には電気がなく、夜は勉

強出来ない環境の為、設備の整ったボーディングスクールへ通わせてあげたいと

いう馬渕隊員の強い思いがありました。 

 将来は、エンジニアか医学の道へ進みたいというボニファス君、彼の夢が実現

出来るよう今後KESTESで精一杯支援していきます。 

KESTES新メンバー紹介 
 

今回の総会前後に15名の隊員が新しくKESTESに参加してくれました。総勢29名となった

KESTES、今後も皆で盛り上げていきましょう！！以下、新メンバーを紹介します。 
 

22-4  馬淵 ゆき子(村落開発普及員)    23-1  田中 裕香理(村落開発普及員) 

23-2  福田 美紗子(村落開発普及員), 岸 卓巨(青少年活動) 

23-3  松浦 知美・渡邊 武司(村落開発普及員), 魚澤 尚輝(品質管理) 

23-4  村田 菜美(村落開発普及員), 福田 昭子(エイズ対策), 南波 環樹(コンピュータ技術)、 

   古賀 仁智(青少年活動), 藤城 友昭・巣内 秀太郎(プログラムオフィサー), 吉田 祥子(観光業) 

24-1  黒木 正樹(環境教育)  

会計・活動報告、今後の活動予定 
 

KESTESでは、2012年に入り、隊員総会でのKESTES活動紹介や、日本人スピーチコンテ

ストでのケニア在住日本人への広報活動、22-1クワヘリパーティーにあわせたチャリ

ティーオークションなどを行ってきました。今後もソトコトマラソンでのブース展示や

ナイロビでの街頭募金、奨学生との食事会などのイベントを行い、奨学生とKESTESメン

バーとの交流、広報活動を進めていきたいと考えています。 
 

 

    ◎今後のイベント・活動予定    

 7月7日(土) ソトコトマラソン ブース展示 

 7月13日(金)～15日(日) 奨学生との食事会(キスム) 

 8月 / 9月 ナイロビ街頭募金 

 9月1日(土) KESTES定例総会 

会計報告会計報告会計報告会計報告    
（（（（2012201220122012年年年年5555月残高月残高月残高月残高））））    

○○○○KSH 413,275KSH 413,275KSH 413,275KSH 413,275シルシルシルシル    

○○○○USD 3,170USD 3,170USD 3,170USD 3,170ドルドルドルドル    



    ピーターピーターピーターピーター君君君君のののの日常日常日常日常    
 先日の彼の成績は学年2位、総合成績はBでした。詳細は農業・宗教がA、 

化学・物理がB、国語・数学がC+、英語がD+でした。彼がKESTES奨学生になってから私は毎月面談

をしています。そこでは勉強に対するモチベーションを下げないように話をしています。今回Aを取

れた農業・宗教は彼の得意科目で学期中の中間テストでも好成績を収めています。化学・物理は良

かったり悪かったりです。苦手な国語、数学、英語はなかなか成績が上がらず彼も悩んでいまし

た。前学期中の面談では、化学・物理の成績を上げて他の教科は現状維持を試みてはどうかと話を

しました。彼は私のアドバイス通りに化学・物理を中

心に早朝や夜間の自習時間に勉強していました。その

結果、この2教科の成績が上がり前回は学年順位10

位、総合成績C+から向上しました。 

 彼はサッカー部に所属しています。部活動の時間は

毎日16:30から18:00までですが、時には暗くなる

19:00頃までボールを蹴っています。本人曰く、この

時間が一日の生活の中で一番楽しいと言っています。

前学期は残念ながら試合で好成績を収めることが出来

ませんでした。彼は現在4年生なのでもう公式試合は

残されていませんが、サッカーが好きなので卒業まで

部活を楽しみたいそうです。（21-4西川隊員筆） 

 ヘンリーヘンリーヘンリーヘンリー君君君君のののの日常日常日常日常        
 ケニアの多くの高校は全寮制なので、学校内で生活しています。朝は、4時45分から自習時間が始

まり、8時から4時までの通常授業の後、4時から5時半までクラブ活動を行います。18時から20時ま

で夜間授業に出て、20時から22時まで自習をします。ケニアの教育は強制と詰め込みです。そのな

かで、信仰心が強いヘンリーは、Christian Unionに所属しています。主に毎週日曜日の学校での

church serviceの準備とチャップリンの手伝いをします。また、歌うことが好きで、毎晩22時から45

分間、Christian Union のメンバーと歌ってお祈りします。 

 私自身、直接彼の授業を担当していないため、彼と接す

る時間は限られていますが、よく私のオフィスに顔を出

し、「Kusalimia tu  (Just greeting) 」と言って、挨拶に来て

くれます。たまにオフィスの掃除もしてくれます。 

 ヘンリーは、いつでも自分の成績を振り返ることができ

るように、1年生からの全てのテスト結果をグラフにして

管理しています。数学がDと総合評価でも足を引っ張って

いるため、数学の担当先生と話し合い、今タームは、問題

集を買い与えることにしました。 

 私の任期は、今タームで最後ですが、最後までしっかり

サポートしていきたいと思います。(21-4菅井隊員筆） 

奨学生奨学生奨学生奨学生のののの日常紹介日常紹介日常紹介日常紹介    

ＫＥＳＴＥＳ委員29名・奨学生８名(2012年７月現在) 

Kenya Students’ Educational Scholarship 

HP: http://jocvkestes.wordpress.com 問合せ先: kesteskenya@gmail.com 執筆: 福田美紗子 (23-2)･小野森弘(22-2) 

ＫＥＳＴＥＳＫＥＳＴＥＳＫＥＳＴＥＳＫＥＳＴＥＳ☆☆☆☆ＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツ絶賛好評発売中絶賛好評発売中絶賛好評発売中絶賛好評発売中!!!!!!!!    
１枚1,000Ｋｓｈ（内500ksh寄付） 

販売場所：JOCVドミトリー、またはお近くのKESTES          

委員まで 

    
新商品新商品新商品新商品ポロシャツポロシャツポロシャツポロシャツ    

発売開始発売開始発売開始発売開始!!!!    
１枚1,500Ｋｓｈ    

    

後右中央がピーター君 

菅井隊員とヘンリー君 

≪サンバ・ケネディ君≫KCSE結果報告 
昨年セカンダリースクールを卒業した、元KESTES奨学生 

サンバ・ケネディ君のKCSEの結果を報告します。 

 

［科目別］English: B, Kiswahili: B, Mathematics: B+, Physics: A- 

               Biology: A, Chemistry: A-, Geography: A-, Business: A 

［全教科平均］A- 

 

KCSE、C+以上で大学への合格が可能という中で、KCSE全教科平

均、A-という見事な成績をおさめてくれました。元KESTES奨学生

で、現在はジョモケニヤッタ農工大で教鞭を取るキホロ博士のよ 

うに、セカンダリー卒業後もパイロットになるという夢に向かって 

自分の道を切り開いていってくれることを期待しています。 

KCSEとはとはとはとは・・・・・・・・？？？？    
 

ケニアのセカンダリー

を卒業する学生を対象

に行われる全国統一テ

スト。Kenya Certificate 

of Secondary Education

の略。ケニアではKCSE

をもとに大学の合否や

進学先が決定する。 

Facebookページ開設 

KESTES Facebookグループページを開設しました！奨学生の近況やイベントの

予告、開催報告など、KESTESメンバーからリアルタイムの情報を随時投稿してい

く予定です。Facebook上にて「いいね！」ボタンを押してもらえると幸いです。 
 

↓Googleにて「KESTES Facebook」と検索ください！ 
http://www.facebook.com/pages/KESTESKenya-Students-Educational-

Scholarship/337361126287729 


