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ケニア共和国 

神奈川県のみなさん、はじめまして。 

みなさんはアフリカにどんなイメージを持っていますか？ 

「大自然」や「現地の民族」をイメージする方がいる一方、「暑い」「治安が悪い」「スラム」といったことを思い浮かべる人もいるか

もしれません。私のいるケニアもアフリカ大陸の東側に位置する国です。写真のような大自然が広がるサファリが楽しめるところであ

り、首都ナイロビはアフリカの中でもとても発展しているため、日本と同水準の生活を送ることが可能です。また、赤道直下で暑いのか

と思いきや、首都ナイロビなどは標高が高く、寒い日にはダウンが必要になるときもあります。 

一口に「アフリカ」「ケニア」といっても様々な顔があります。これから、私の住んでいるケニア西部よりレポートをお届けすること

で、みなさんの持っているアフリカやケニアのイメージが変わったり、新しい発見があったら嬉しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

農業事務所 

私のいる地域は農村部で、住民のほとんどが農家さんです。また、

自給自足に近い生活をしているため、作物がちゃんと育たないのは

まさに死活問題。 

私の配属先である農業事務所では、事務所を訪ねてきた農家さんへ

のアドバイスや必要があれば畑に行って技術指導を行っています。

他にも農家グループへの農法指導をすることもあります。 

コミュニティ開発 

私の職種はコミュニティ開発で、現在、ケニアにきてから約 6 か

月、オリエンテーションや現地語学訓練等あったため、任地に来て

からは約 5 か月経過しています。 

任地では農家さんの収入向上や生活向上を目指し、活動していま

す。特に前職の経験を活かし、農家さんの「マーケティング」「ア

グロビジネス」「収支管理」の能力強化をしていきたいと奮闘中で

す。 
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Republic of Kenya 

Hello, nice to meet you all in Kanagawa Prefecture. 

What image do you have of Africa? 

While some people may think of great nature or local ethnic groups, others may think of slums, hot climate or unsafe 

conditions. 

Kenya where I live is also a county located in the east of the African continent. Kenya is a place where you can enjoy safaris 

in a wilderness , as shown in the photo and The capital city, Nairobi is one of the most developed cities in Africa, so it is 

possible to live at the same standard as in Japan. 

You might also think that Kenya is equatorial and hot, but the capital Nairobi, for example, is at a higher altitude and you will 

need a down jacket when it is cold.  

“Africa” or “Kenya” in a nutshell have many difference. I hope that by reporting from Western Kenya, where I live, I will be 

able to change your image of Africa and Kenya and help you discover something new. 

 

 

 

 

 

 

Agriculture Office 

The place where I live is a rural area and most of the 

inhabitants are farmers. They live an almost self-sufficient 

lifestyle so not being able to grow crops is a matter of life and 

death. The agriculture Office to which I am assigned in advises 

farmers who visit the office and provides technical guidance to 

farmers if necessary. Elsewhere, the office supports farmer 

groups. 

Community Development 

My type of occupation is community development. It has now 

been almost 6 months since I arrived in Kenya and about 5 

months since I arrived at my assignment place because of the 

orientations and local language training, etc.  

I work to improve famers’ income and livelihoods in my area. 

In particular, I am struggling to strengthen the capacity of 

farmers in marketing, agro-business and income and 

expenditure management, using my previous experience. 

 

  

 


