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祝！ジェミマさん卒業インタビュー

1. 学校での⼀番の思い出
先⽣達が熱⼼に教えてくれ、⾊々なアドバイスをくれた事。そ
してそんな先⽣達から、友達と共に学べた事。

2. 卒業後の進路
モイ⼤学のジャーナリズムコースに⾏き、将来はジャーナリス
トになりたい。
(インタビューをした時点では、KCSE(ケニア統⼀⾼等教育修了試
験)の結果待ち。また、学費等の⽬処もついていないため、奨学
⾦を探すと共に、しばらくはナイロビの知⼈の家に滞在しなが
ら、お⾦を貯めるための職を探すとの事)

3. 本⼈、家族からサポーター各位へメッセージ
セカンダリースクール（⾼校）へ通うための⽀援をして頂き、
とても感謝しています。無事に卒業できる事ができ、とても幸
せです。

4. 担当者から
まだ進路は決まっていませんが、頑張り屋の彼⼥ならきっと良
い道に進めると信じています。KESTESとしての⽀援はここまで
になってしまいますが、彼⼥の夢が実現する事を願っています。
皆様の温かい御⽀援をありがとうございました。
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奨学⽣なぅ︕
名前 Form(学年) 前期成績 今期成績 前期学年順位 今期学年順位

Keziah(ケジア)さん 2 C+ B-(↑) 159位/283⼈ 99位/284⼈(↑)

Kennedy(ケネディ)さん 2 C+ C+(→) 158位/250⼈ -

Esther(エスター)さん 2 - C+ - 116位/532⼈

Joshua(ジョシュア)さん 1 B B(→) 269位/450⼈ 239位/448⼈(↑)

Michael(マイケル)さん 1 A- B+(↓) 5位/264⼈ 5位/266⼈(→)

※ケネディさんはマラリアにより⼀部試験を受けられなかったため、順位が出ていません

ケジアさん ケネディさん

マイケルさん

ジョシュアさん エスターさん

新しい学校生活が1年過ぎ、
良い機会に恵まれていると実
感しています。
KESTESは目標に向かうため
のモチベーションと自立する
精神を私に持たせてくれます。
多くの支援に感謝しています。
Form3は苦手な教科を克服す
るべく励んでいきます。

良い成績を収める事で、よ
り充実した学校生活を送る
事ができると思います。
私は今回の成績を取るため、
毎日自習を欠かさず、とて
も努力しました。
良い先生、友達にも恵まれ、
彼らにも助けてもらい、自
分の目標を達成する事がで
きました。

3学期の私の成績は良い物で
した。自分の目標を達成する
ために努力をしました。
特に、苦手科目の底上げがで
きる様頑張りました。
また、将来の夢に向けて必要
な物理や化学、数学などの科
目についても頑張りました。
クラス順位は32位から28位
に上がり、前学期に比べて総
合点も上げる事ができました。

いつも支援して頂
きありがとうござ
います。
全寮制の学校生活
にもようやく慣れ、
３学期は今までで
一番良い成績を取
る事ができました。
これからも努力を
続け、将来の生活
に繋げられるよう
頑張ります。

２

1/15から新しい学
校に転学しました。
環境が変わり、今
は集中して学業に
励む事ができてい
ます。
毎日4時半に起きて、
夜は授業の後、自
習しています。新
しい環境で自分の
目標を達成できる
様に頑張ります。



合計で
64,310 ksh
の寄付が

集まりました！

Asante sana!!

ケニア・日本共に沢山の御寄付を
ありがとうございました！

３

活動報告 in ケニア
11/22 JICA海外協力隊ケニア 定期隊員総会

チャリティオークション
12/7 KESTES総会

チャリティランチ

活動報告 in ⽇本
12/22 Non-Border ボッチャ交流会
(東京都文京区 筑波大附属高校)
タンザニア隊員OVと合同チームで交流会に参加

イベントスケジュール
3/1 (⽇) @豊島区⺠センター
ウガリパーティー (ケニア 料理教室)

4/18・19 (⼟・⽇) @代々⽊公園
アースデー東京2020
ブース出展予定 (調整中)

4/25・26 (⼟・⽇) @JICA地球ひろば市ヶ⾕
協⼒隊まつり
ブース出展予定

4/25 (⼟) @市ヶ⾕駅周辺 (予定)
チャリティーナイト

5⽉ (⽇付未定) @ナイロビ
⽇本⼈会懇親会
KESTESグッズ出展予定

＊⽇本で実施されるイベントでは、ブース運営を⼿伝って頂ける⽅を募集しています︕
詳細はKESTES⽇本窓⼝ (kestesjapan@gmail.com) までお問い合わせ下さい。

＊KESTESケニア では出張出展も致します︕
詳細はこちら (kestes.kouhou@gmail.com) までお問い合わせ下さい。

1/23, 24 安全対策協議会



ポストカード
200 ksh/ 200円/ 枚

キテンゲネクタイ
1000 ksh 〜/ 本

４

新グッズ紹介

各Tシャツ
(⿊・⽩・グレー、その他カラー、サイズ︓S, M, L, XL)

1800 ksh/ 枚

ケニア
限定

ケニア
限定

※5⽉のイベントより、こちらのデザイン・価格となります。

バックプリントなし

NEW

NEW

Back

こちらのポストカードは、ケニアOVで現イラストレーターとして活躍されている
”タケダミホ”さんにデザインを提供して頂きました︕
＊＊タケダミホ (武⽥美穂) さん＊＊＊
平成23年度3次隊の環境教育隊員としてワタム海洋国⽴公園で活動されていました。
現在はイラストレーターとして各地で個展なども開催されています。
https://takedamiho.wixsite.com/1988



新団体サポーター様ご紹介

新会⻑・副会⻑ご挨拶

皆様はじめまして︕
2019年度1次隊コミュニティ開発として淡路会
⻑と同じくエルドレットに派遣されています、栗
原遥と申します。
今回副会⻑を務めさせて頂く事となりました。
「学校に⾏けるようになる」ことを通して、⼦ど
もたちの夢の実現に貢献し家族の笑顔を増やして
いける、そんなKESTESの活動に副会⻑として関
われることを⼤変嬉しく思います。
縁あって出会えた仲間たちや奨学⽣たちとともに、
KESTESがより良くあれるように努めていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

皆様はじめまして︕
今期のKESTES会⻑を務めます淡路侑太です。
KESTESは設⽴して40年近くになる⻑い歴史が
あり、志のある諸先輩の努⼒により本⽇まで続
いてきました。
その末端に名前を連ねる事ができ、⾝の引き締
まる思いです。
国家百年の計は教育にありという⾔葉があり、
KESTESの活動こそ⽇本とケニアにおける友好
関係の構築並びに世界への貢献につながるのだ
と信じて疑いません。
若輩者ではございますがどうぞよろしくお願い
します。

新会⻑
2019年度1次隊
淡路 侑太

新副会⻑
2019年度1次隊
栗原 遥

アサンテの会様は、アフリカンビーズを中⼼に、
世界各国から集めたビーズを⽤いてアクセサリー
を製作・販売し、その利益全てを援助を必要とす
る団体様へ寄付しています。
「婦⼈達の⼿からケニアへありがとう “ASANTE” 
を伝えよう」を⽬的に、30年以上活動を続けられ
ている団体様です。

〜アサンテの会様よりKESTESへ〜
アサンテの会からの気持ちが、少しでもケニアの
誰かの元に届きますように。

これからも、KESTES⼀同、サポーターの皆様のお気持ちに添えるよう、頑張っていきます︕

アサンテの会様

５



KESTESは以下の企業・団体サポーター様よりご⽀援を頂いております。
いつもご⽀援ありがとうございます︕

Kenya Studentsʻ Educational Scholarship (KESTES)

KESTES広報誌 はらんべぇ・れお
編集・発⾏︓KESTES広報班
⽂責︓2018年度3次隊法師⼈美有紀

Website  http://www.kestes.org/
お問い合わせ先 kesteskenya@gmail.com

http://exciacarhires.com/

https://www.mitsubishi.co.ke/

http://www.eta.co.ke/

KESTES正会員新メンバー

-2018年度2次隊
鈴⽊雅仁

-2018年度4次隊
峯尾泉

-2019年度1次隊
⽵崎万⾥⼦

６

magnolia-mining.com

正会員数 28名
(2020年2⽉現在)
奨学⽣ 7名
(2020年2⽉現在)


