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第1章 見ること・知ることの大切さ ― 経験から知の冒険へ ― 

 

木村光伸（国際文化学部長・教授） 

 

 名古屋学院大学国際文化学部国際協力学科では、カリキュラムの中にスタディツアーを

設け、春学期における事前指導、秋学期における成果の取りまとめと併せて海外、とりわけ

アジア圏における実践的学習活動を推進してきた。2017 年度は目的地をタイとし、現地で

しか得られないフレッシュな情報環境の中に身を置き、同国の驚異的な発展とそこから零

れ落ちたような現実社会に暮らす人々を見つめてきた。タイは東南アジアの中で唯一長期

にわたって独立を保ってきた国であり、近代においては王制を維持しつつ民主的政権を持

つユニークな政治体制を確立してきた。その間、何度も軍事政権の支配や政権崩壊による不

安定化を経験しながらも、2016 年に逝去されたプミポン前国王に対する崇敬の念を中心に

民意はゆるぎない前進を担保していたのである。 

 経済的に見ても、20 世紀末におけるバーツ経済圏の縮小・混乱など、幾多のハードルを

乗り越えて、東南アジアにおける中心的地位を保ち続けてきた。いまや首都バンコクは世界

における代表的都市として、その繁栄ぶりを誇示しているのみならず、アジア圏における国

際的組織の中核として、国際連合諸機関、ASEAN 関係機関及び多くの施設が集積して、国

際的に重要な位置を占めている。他方、タイは世界的に見ても重要度の高い観光国として注

目され、国際都市バンコクのみならず、アユタヤの世界遺産群、古都チェンマイ、南部海岸

地域に展開する臨海リゾート、熱帯雨林を基礎とした自然環境保護地域など、多くの集客資

源に恵まれている。このようにタイはアジア発展のひとつのモデルであり、また東南アジア

近代化を考えるうえで不可欠の実験場でもある。そしてそこに多くの立場を異にする人々

が生活を営んでいるのである。近代化し、国際都市として発展するバンコクの中に、また周

辺に、未だその近代化の恩恵にあずかることのできない人々を見出すのは容易である。同時

にタイは多民族国家でもあり、少数民族問題が国家の重要な政策となる。さらに仏教国タイ

は多くのイスラム教徒の住む国でもあるのだ。 

 事前学習でタイの概要を学んだとはいえ、スタディツアーの参加学生にとっては、現代と

伝統の、あるいは豊かさと貧困の、あまりに対照的な風景や、理解が困難な都市のあり方や

暮らしの現状に戸惑いを覚えたことだろう。前国王の服喪の期間ということもあって、場所

柄をわきまえるという、昨今の日常的な日本ではあまり注意を払わない雰囲気も経験した。

そんなバンコクに、国連機関が集積していることの意味にも考えさせられるものがあった

に違いない。タイは魅力と感動に満ち溢れた国である。そこで過ごした日々を、学生たち自

身の言葉で語ってもらった。タイで経験したことを 5 グループに分けて取りまとめ、レポ

ートとして本報告書の中心を構成した。このツアーを実施するにあたって、バンコク、その

他の訪問先で多くの方々に支援された。また、学内のサポートにも助けられた。記して感謝

の気持ちとしたい。 
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第 2章 スタディーツアーの概要と事前事後指導 

 

長田こずえ（国際文化学部教授） 

 

1. 事前オリエンテーション 
2017 年度春学期「国際協力実践論 1（国際協力実習）」において、長田こずえ教授よりタ

イの社会的な一般事情の概説後、学生が訪問先について調べて発表したり、現地での、グル

ープごとの研究の準備をしたりした。それらは、ツアーから帰国後に、訪問先について学生

がまとめたものを、初めて、日本語と英語のバイリンガルで冊子にし、ツアー中・後に活用

できるよう備えた学習であった。訪問前に学生の関心や自覚を喚起することに関してはあ

る程度成功したと思う。タイは王国であり、特に、前国王の喪に服する時期であったので、

訪問時の心構え（挨拶、服装、マナーその他）は、事前にしっかり伝える努力をした。Schedule
に対しては、変更入力を容易にするために、授業の CCS を活用して、学生とシェアーした

が、一部の学生からは混乱したと伝えられたため、一年生の多いツアーでは、CCS利用に関

しても慎重さが必要かもしれないという反省もあった。とはいっても、ペーパーレスの CCS
利用は便利ではあったし、スケジュールを携帯電話や、PC で確認する学生も結構いた。現

代的であり、Flexible でもある。 

 

2. 出発・到着・帰国時 

9 月 3 日（日）、中部国際空港出発。特に問題はなく、特に遅刻する学生もほとんどいなか

った。北京経由、中国系の航空会社はスターアライアンス加入の航空会社で、旅程において

特に問題も発生せず、費用も大変安く、かつスムーズな飛行であった。バンコク到着後も現

地ガイドがてきぱきとしており、無事に宿泊先に到着できた。現地での移動は、バンコク－

アユタヤ、バンコク－パタヤ、バンコク－カンチャナプリ、とすべてバスを使って移動した

ので、何の問題もなく、順調に移動し、活動をすることができた。9 月 13-14 日の帰国便に

関しても、北京経由の飛行機で、特に問題もなく、快適ではあったが、北京で乗り換えの時

間が 12 時間以上あったので、少し、体力的に消耗する学生もいた。中部国際空港に着いた

時間が遅かったので、荷物を受け取った後、地方の学生は帰宅が大変であった。将来、大学

の合宿所宿泊などを利用して、この問題解決できるようにすると良いと思う。旅の間には、

出国カードを紛失しかけるなど、多少のトラブルはしばしばあったが、学生達と教員が一緒

になって、助け合い、その都度、解決策を講じたので、全体としては、無事に旅を満喫した。 

 

3. スタディーツアーの旅程と概要 

ツアーの詳細なスケジュールはプログラムに記載（表１）した通りである。バンコクでは

次の活動を行った。国連機関三か所訪問（国連 ESCAP, 国連 UNDP, 国連 ILO のアジ

ア太平洋地域事務所本部〈バンコク〉視察。学生達には、アジア太平洋地域の本部があるタ
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イの国連諸組織が共存する国連ビルへの訪問は刺激的で新鮮であったようだ。 

その後、日本の JICA が手掛けたプロジェクトであり、現在はタイ政府が自立して運営す

る障害者センタープロジェクト、Asia Pacific Center on Disability (APCD) を視察訪問し

た。APCD は現在、三角協力として、タイ政府自身が国際協力支援者として、隣国の ASEAN
諸国、特に、カンボジア、ラオス、ミャンマーなどの貧困国を支援するプロジェクトに成長

し、学生達には、支援される側の消極的なタイを見るのではなく、国際協力の支援者として

の主体的なタイを見る良い機会となった。また、障害者自身が社会改革のエージェントとな

って、APCD で働くのをみて、刺激を受けたようである。その他、国連ユネスコの事務所を

訪問視察、ユネスコの活動、世界遺産と文化支援、協力と識字に関する活動、情報やマスメ

ディアに関する活動などに関して学ぶ。ユネスコにおいては、邦人職員が日本語で説明をし

てくれたので、学生達にはわかりやすく、通訳なしで討論することが出来た。 

また、広義の国際協力を学ぶために、タイの民間国際病院バムルングラッド病院を見学し

て、タイが世界に誇る、メディカルツアーの実態を学んだ。アジア最高レベルの医療施設を

見学し、タイが医療分野で世界的な貢献をしている実態を学ぶ良い機会となった。学生は施

設の立派さにびっくりしていた。日本でタイをモデルにしたメディカルツアーを実施でき

るかどうか、その可能性を模索していた。 

翌日にはアユタヤ Ayutaya に移動し、タイが誇るユネスコ世界遺産、アユタヤの遺跡を

見学。前日に、ユネスコを訪問したので、基礎的な知識が備わっていた。文化協力を学ぶ。

アユタヤ郊外では、日本の有名な NGO、オイスカ OISCA が運営する教育や植林プロジェ

クトを訪問、視察して、実際に植林を経験する。NGO の視点からの国際協力を学ぶ。名古

屋学院大学訪問記念の苗木を 2 本植林した。また、ここでは、市長さんの挨拶、VIP の同

席、こどもたちのショーなどを見せてもらうといった、歓迎ぶりであった。 

バンコクに戻った後、息抜きに、日本の JICA の支援で建築された文化センターを見学

し、日本政府の ODA の実感を味あう機会を持った。さらに現地の文化に触れるため、タイ

の伝統的なダンスを見たり、タイスキの食文化を味わったり、いろいろなタイの文化を経験

したり、現地の文化学校で、タイ語の挨拶やタイダンスを学んだりもした。 

続いて、海の見えるまちパタヤ Pataya に移動し、キリスト教系の NGO, Redemptorists 
for Persons with Disabilities を訪問し、タイの現地の NGO の活動を学び、障害者の人権

やバリアフリツーリズムなどに関しての知識を向上させることができた。 この NGO もか

なり国際的な活動を、南―南協力として行っていた。さらに、エコツアーで有名なカンチャ

ナプリへ出向き、自然と第二次世界大戦中の日本の捕虜収容所、「戦場に架ける橋」や、日

本の戦争責任の陰りを残すカンチャナプリとその郊外を訪問し、日本軍の犠牲になったタ

イ人達ヤ欧米人の捕虜収容所後の歴史博物館を見学した。また、欧米人の捕虜の墓を見たり

して、戦争の悲惨さや、日本の戦争責任について考える機会を持ち、戦争と平和、安全保障・

平和維持分野における国際協力、例えば国連 PKO など、についても、バスの中で討論した。 

その後、木村学部長がバンコクに到着し、合流したので、それまでのツアーの学習に対す



5 
 

る中間報告をホテルで行った。翌日は一日、自由時間を持ち、学生達が各自で自分の研究分

野に沿って、タイの町を自分たちの足で歩き、探求する機会を持った。それぞれに自立の精

神を高揚させたようである。学生たちは、ツアーを通して、かなり自立心を身に着けたと思

える。最終日には再度、APCD を訪問して、タイ政府のプロジェクトとしての側面を学ぶ。

また、日本の NGO である Shanti 国際ボランティアーセンターのカウンタパート Sheekat 
Foundation を訪問し、移動図書館のプロジェクトを視察し、タイの貧困街をも見学する。

シャンティ―は日本の仏教、曹洞宗が中心となって、1970 年代にタイなどを中心として活

動を継続している大手の NGO である。 タイでは、最大の貧困街、クロントイを中心に活

動を続けている。Sheekat Foundation は現在は、独立した NGO として登録している。見

学と学習のあと、学生たちは、併設のフェアトレード・ショップで買い物をして、フェアト

レードの意味を体験した。 

上記がツアーの概要であるが、全体として、『国際協力の受け手』としてだけのタイを学

ぶのではなく、受け手でありながら、いまや、『国際協力の担い手〈提供者〉』として、民間

主導の医療サービスを提供し、公的な南―南協力をも行っている、主体的なタイをも学んだ。

タイは ODA の受けいれ側でもあり、提供者でもある。 

上記がツアーの概要であるが、この体験を通して、学英たちが何を体験し、どのように感じ、

またそれをどのように「自分のこと」として消化したのかについては、彼ら自身の体験から

感じ取っていただきたい。 

  

4．プログラム終了後の学習指導と調査旅行の取りまとめの実施 

秋学期の「国際協力実践論 2（担当：木村光伸）」において、報告会・報告書に向け、スタ

ディーツアーでの経験をまとめた。 

ツアー中にも、帰国時の北京でのトランジットの時間が長かったので、帰国後の報告書つ

くり、発表会に関する内容を説明し、各自の経験を聞く時間を持てた。学生たちは、フィー

ルドツアーの経験を通して、自分なりの国際協力の意味を語ることが出来るようになって

いた。また、一部の学生は、北京の空港で、中国語の練習をしたり、中国の食文化を楽しん

だり、独立心を発揮して、自律的に時間を過ごすことができるようになっていた。 

ツアー開始前には、ツアーに参加する自覚が足りないのではないかと感じさせる学生も存

在したが、ツアー中にめきめきと成長していくのが顕著にみられ，うれしかった。独立心に

関しては、かなりの向上が見られた。甘やかしが許されない環境はよかったと思う。 

ツアー先で、先方が説明しているときに、私語を交わしたり、居眠りをしたりする学生が

数名いたことは、残念であり、恥ずかしいことであった。日本の大学では居眠りが当たり前

かも知れないが、海外ではありえないことであり、恥ずかしかった。 そのあたりを、事前

に訓練しておく必要があると感じた。 

国際協力に関しては、国連、国際機関の支援、日本の NGO の支援、タイ政府が音頭を取

る南－南協力、伸び行くタイが進めるメディカルツアー、タイの NGO の人権分野での活
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動、エコツアー、さらに戦争の傷跡に接し、平和・安全保障分野での国際協力の必要性など

を学んだと思う。日本の歴史をあまり知らない学生たちが多かったので、たいへん意義のあ

る視察であったと思う。また、バンコクでは見られない、タイの大自然に触れ、エコの受容

性を認識した学生もかなりいた。 

また、人権分野では、障害者の人権や、性的なマイノリティ、トランスジェンダーやゲイ

の人達の人権、また、それを受け入れるタイの人々の寛大さに心を打たれたようである。タ

イを好きになった学生も多い。将来、学生たちの人間性形成において、学びを生かしてほし

い。寛大性、包括する力、多様性理解、人種差別を許さない、これらは、後期の授業を通し

て、さらに学ぶこととなった。秋の学期の報告会、報告書の作成を通して、今回のツアーで

学んだこと、気付いたこと、を学生達が理解し、自分の言葉で表現できるように、木村教授

の助力も得て、指導することができた。報告書は、学生と協力して、バイリンガル、英語の

付録をつける、試みを始めてやってみることとなり、今回、ひとまず日本語版として公表す

る運びとなったのである。近いうちに英語版の公刊が予定されている。今後とも、国際文化

学部としては必要な努力ではないかと考えるし、またバイリンガルは意義があると思う。秋

の学期の報告会、今回の報告書の作成を通して、2017 年度のツアーで学んだこと、気付い

たこと、を学生達が理解し、自分の言葉で表現できるように成長してきたように感じられる。

まずは、報告書をご一読いただきたい。 
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Ⅱ. タイ・スタディーツアー報告 
 

参加学生が学んだこと、感じたこと 
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第1章 タイにおける ODAと貧困  

～ODAの支援と、貧困をなくすために必要なこと～ 

 

石川愛美梨・岩月駿壱・福手夏輝 

 
1. ODA とは？ 

ODA とは、Official Development Assistance の略で、政府開発援助と訳される。開発途

上国の社会・経済の開発を支援するため、政府をはじめ、国際機関や民間企業、NGO など、

様々な組織や団体が経済協力を行っている。それらのうち、政府が途上国に対して行う資金

や技術の協力を、政府開発援助という。ODA には、日本が途上国を直接支援する「二国間

援助」と、国際機関を通じて支援する「多国間援助」というものがある。二国間援助は技術

協力、無償資金協力、有償資金協力の三つの手法と、ボランティア派遣などの、その他の方

法で実施される。 

ODA は、いわゆる円借款とよばれる有償資金協力などの活動をしている。円借款は、 

インフラ整備などのために開発途上国に対して低利かつ長期の、緩やかな条件で開発資金

を貸し付けるものである。その他にも、海賊対策、感染症対策、人材育成・法制度整備など

もしている。 

 

2. タイで見られる ODA の成果 

タイには、日本の援助によってつくられたものがたくさんある。タイ文化センターも、そ

の中のひとつである。1987 年に、日本の無償資金援助によって建てられた、タイにおける

唯一の本格的劇場設備を備えた文化センターである。タイ文化センターはタイを代表する

劇場として、高い稼働率を保っている。日本と ASEAN諸国の合同舞踏や日本関連の記念事業

など、タイにおける日本文化の紹介にも貢献している。ところが、高い使用頻度により音響

機材は劣化が著しく、文化センターにおける活動に支障をきたしている。しかしタイでは財

政状況が厳しいため、機材の購入が困難な状況にある。 

1990 年代以降の急速な経済発展に伴い交通量が急増し、交通渋滞と大気汚染が深刻化し

ていた。そこで 2000 年に、日本は新しい交通手段の提供するため、約 20 キロメートルの

地下鉄と 18 か所の駅、車両基地などの建設を支援した。これにより、タイの首都バンコク

の中心部の交通渋滞の緩和と、大気汚染など環境問題の改善に寄与した。 

また、1999 年には、第二バンコク国際空港ともいわれるスワンナプーム国際空港の建設

の一部を支援した。経済発展および観光産業の発展に伴い航空需要が増大したため、以前か

らあるドンムアン空港では処理しきれなくなることが予想されたため、新しい空港の建設

が必要となり、日本は新空港の建設の資金援助をした。これにより、増大していた航空需要

への対応を図り、タイの経済発展に寄与した。 

ODA の支援は、お金だけではない。地下鉄を例に出すと、故障した場合に知識がなけれ
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ば、修理することはできない。また、知識があっても修理に必要な部品や道具、施設がなけ

れば、再び走らせることはできない。つまり、それに関する知識や技術などもすべて含めて

支援しなければならないのだ。また、資金援助を引き上げるタイミングも重要だ。タイミン

グが早すぎてしまえば、それを維持していくことができず失敗に終わってしまうだろう。逆

に遅ければ、それが自立したにも関わらず負債ばかりがタイに降りかかってしまうだろう。

援助はその後のことまで考えて行わなければならない。 

タイにおける ODA の成果は、本当にタイにとって良いものであったのだろうか。日本が

お金を出し、日本が建設まで行っていたら、現地の人たちにとってはただ建物をもらっただ

けということになってしまう。日本が金銭的に支援し、現地の収入がない人が建設をする。

そのことで技術身に着け、収入を得ることができるようになったら、さらに良い国際協力に

なっていくと思う。 

ODA による支援が、その地域に住む人々にとって良いものとなったのかどうかも、疑問

である。もしかしたら、現地の人が望むものと日本の考えているものに、ずれがあるかもし

れない。 

 

3. 貧困とは？ 

貧困とは、教育、仕事、食料、保健医療、飲料水、住居、エネルギーなどの、基本的なも

の・サービスを手に入れられない状態のことでである。生きていく上で最低限必要な食料さ

え確保できない人々が、今もなお、世界中にいる。 

世界中で 12 億人以上の人々が、一日わずか 1ドルで生活している。20 億人以上の人々が

一日 2 ドル未満で生活し、8 億 5 千万人以上の人々が、日々の食糧にも事欠く毎日を送って

いる。 

また、低収入や無収入により教育が行き届かないことも問題となっている。お金がないた

めに教育を受けることができず、教育や訓練の機会を奪われた人々は働き口を見つけるこ

とも、事業を興すことも難しい。貧困をなくすた

めの様々な支援はされているが、すべての人に支

援がされるわけではなく、貧富の差は拡大してい

る。 

国連の「持続可能な開発目標」通称 SDGｓの一番

に、貧困をなくすことを掲げている。誰一人取り

残さない開発を目標に活動をしているが、なかな

かその解決には至らない。貧困という問題は、貧

困だけで解決することはできない。飢餓や教育などの様々な問題と関わり合い、とても大き

く複雑な問題となってしまっているのだ。 

 

4. タイにおける貧困 
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タイでは、ビルが立ち並ぶ美しい街並みの中に、高架下やスラム街に住む人たちの生活が

たくさん見られる。タイは非常に発展したところと、そうでないところの差がとても大きい

ことが問題となっているのだ。高架下やスラム街には子どもも住んでおり、その子どもたち

が将来教育を受けられるのか、仕事を得られるのかはわからない。国連は、誰一人取り残さ

ない開発を目標としている。しかし、このように生活していると

いう現状が、まだまだタイにはある。 

タイには、いたるところに貧困と思われるものがみられる。タ

イでは都会を中心にペットブームが起きているが、町中で見る犬

は、ほとんどが野良犬である。野良犬に狂犬病ワクチンが打たれ

ていないことで、病気にかかってしまうことも問題となってい

る。また、道端に体重計を置き、一回数バーツで体重を測っても

らうもらうことで生計を立てる人や、収入がなく毎日食料を得る

ことさえままならない人なども、タイの町にはたくさんいる。 

タイでは、給食やホテルの食事の食べ残しを売っている。お金がなくて食料を得ることの

できない人たちが、そのように売られているものでお腹を満たしている。また、それでも残

ったものは動物のエサにするなどをして、残飯が出ないようにしている。それに対し、日本

では 2 千万トン以上の残飯が出ている。この残飯を貧しい人々に送ることができたら、飢

餓の問題は少し緩和されるのではないだろうか。しかし、衛生面での問題もある。不衛生な

ものを送っても食べることができなければ、一方的な協力となったり、ごみが増えたりとい

った問題にもつながってしまうだろう。また、すべての人に行き届かないという可能性も考

えられる。しっかりと状況を見極めたうえでどのような協力ができるのかということを考

えていかなければならない。 

 

5. クロントイ・スラムと現状 

タイの首都バンコク市内には、タイ最大のスラム街「クロントイ・スラム」がある。高層

ビルが立ち並ぶすぐそばにあるため、スラム街に住む人たちとの経済格差がみられる。1940
年代以降の工業化に伴い、港では労働力が必要となった。その一方で飢饉や干ばつが起こっ

たため、農業従事者たちは都市部に出稼ぎにやってきた。国が持つ公の土地だったクロント

イ地区を、彼らが住む場所として不法占拠していったのがクロントイ・スラムの始まりであ

った。ほとんど何もなかった土地に廃材やトタンでできた住居が広がっていった。次第に増

えていった家々は密集して建てられ、子どもたちが遊べる広場や学校などはなかった。 

クロントイの人々は、港での労働やバイクタクシーなどで生計を立てている。しかしそれ

ではきちんと生活していけず、女性たちは NGO などからもらった内職なども行って、生活

費の足しにしている。 

クロントイには、不法に住んでいる人がいる。住む場所がなくて仕方がなくそこに住み始

め、隣の家から勝手に電気を引くなどをしていたため、政府はスラム街に電気や水道を通し
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た。それでもライフラインの確保は難しく、食料や生活用水などを安定して手に入れること

がまだ難しいため、ごみ問題までに目を向けることができずにいる。 

また、次第に増えていった家々が密集して建てられたため、火災が起きた際に火が燃え移

りやすいなどの問題もある。 

不法に住んでいる人たちに生活の保障がないことも、問題となっている。病気などで働け

なくなってしまった人々は、どのように生きていけばよいのだろうか。 

スラム街のなかには、スラムに住む人々の支援のための団体がたくさんある。シーカー・

アジア財団 Sheekat Foundation は、公益社団法人シャンティ Shanti 国際ボランティア会

が設立した、タイの現地法人である。シャンティと協力・提携し、教育支援活動に取り組ん

でいる。 

階層や地域の間に大きな格差が存在するタイには、約 1800 か所のスラムがある。国境付

近では電気が通っていない村も多く、少数民族の子どもたちロウソクを灯して宿題をして

いる。同じタイで暮らしながら、子どもたちの教育の機会は平等とは言えない。シーカー・

アジア財団は、タイの下層社会で頑張る子どもたちに、教育支援活動を行っている。 

シャンティボランティアは日本の NGO から独立し、現在はタイの NGO が運営している。

シャンティボランティアは、スラムの子どもたちが安心して過ごせるスペースとしてのコ

ミュニティ図書館や、移民労働者の子どもたちへの移動図書館などを主な活動としている。

ほかには、社会的・経済的理由により学校へ通えない中高生たち

のための学生寮などの活動も行っている。 

また、2017 年からはクロントイ・スラム発のブランド、フィー

ムー・クロントイもスタートした。少数民族の女性たちが作る伝

統的な刺繍や手織りの布を使い、スラム地区で暮らす女性たちが

縫製して、クラフト作りを行っている。財団事務所には、職業訓

練から始まった縫製所とショップを併設している。フィームーと

は、タイ語で腕前、手工業、技術という意味である。縫製所の女

性や軒先でものづくりをする人々が生産し、ブランドを通してスラムの生活を伝えている。

デザインは日本のデザイナーが行い、NGO のシーカー・アジア財団が運営している。 

現在、クロントイ地区には都市開発の話が出ている。都市開発をするためには人々が立ち

退く必要がある。しかし、10 万人もの人々が立ち退く場所やお金を確保することが難しい

という大きな問題がある。クロント

イに住む人々には、代替地に引っ越

す、集合住宅に引っ越す、移転金を受

け取り立ち退くという三つの選択肢

が与えられている。しかしそのどれ

を選択しても、クロントイ以外の場

所で生活したことのない人々にとっ
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ては、仕事の確保や子どもたちの教育、慣れな

い土地で生活することへの精神的負担などは

計り知れない。また、今まで築き上げてきたコ

ミュニティが壊されてしまうことも、精神的な

負担であるといえるだろう。都市開発に伴う

人々の金銭、教育、精神的な負担をきちんと考

えられているのか。 

 

6. 貧困をなくすために必要なこと 

貧困をなくすためには教育が最も大切であ

ると考えられている。基礎教育を充実させるこ

とは、貧困をなくすための近道なのだ。特に幼児教育の充実が、その後の成長に大きく影響

するといわれる。幼児教育に力を入れて子どもたちの成長の土台を作ることで、中等・高等

教育をより充実させていきたいと考えている。教育が受けられれば、働き口を見つけること

も事業を興すこともできるかもしれない。基本的な読み・書き・計算ができれば、仕事に必

要な技術を身に着けることができ、安定して収入を得られるかもしれない。しかし、教育を

受けたくても金銭的な問題により、学校へ行けない子どもがいる。教養がないために、教育

の重要性を理解できず、教育を受けることは無駄であると考えてしまう人がいる。村に住ん

でいて、距離が理由で学校へ通えない子どもがいる。教育を受けられない理由はみなそれぞ

れだ。そこで、シーカー・アジア財団のような組織が手助けをし、教育を通して技術を身に

着け、自立していくことが、貧困をなくす近道なのだ。 

 

 

参考資料 

 ODAとは www.mofa.go.jp 

https://www.jica.go.jp 

  ODA見える化サイト https://www2.jica.go.jp 

 貧困とは www.undp.or.jp 
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第 2章プライベートセクターの経済開発と国際協力への貢献 

－初めてのタイから学んだことなど－ 

 

                  楊 思怡・安東良馬・楠山奈々美・日比遥香 
 

1．タイという国の印象 

私たちの多くはこれまで発展途上国に行ったことがなく、先進国との差を明確に理解し

ていなかったので、ツアーに参加して実際に自分の目でみて実感したいと思い、このツアー

に参加した。このタイ・スタディーツアーが私たちにとってほぼはじめての海外渡航だった。

スタディーツアーに参加して私たちのタイに対する印象は大きく変化させられたといって

よいだろう。発展途上国としてイメージしてたタイではあったが、現実にバンコクに降り立

った時に、自分たちが思っていた途上国、あるいはあまりイメージのよくない国という印象

は一掃され、バンコク中心部の近代的な街並みに驚かされたのであった。事前指導の授業で

長田教授が指摘されていた「タイは発展途上国であって先進国に近い国」ということの意味

がの支援によってこのツアーを通し少しだが理解ができた思う。 

まず、最初にタイに到着したのは、バンコクのスワンナプーム国際空港であった。この巨

大な近代的空港は、その一部を日本の ODA の支援によって建設された。空港利用者数が多

くまた広大でアジア有数のこの空港は公共施設であるだけに誰もが利用しやすいように工

夫され、ユニバーサルデザインが行き届いていることが実際に視察をした上で分かった。ま

たそういった工夫によって多くの利用者、とりわけ海外からの観光客を招きいれる体制が

整っているのも観光立国を政策の中心の一つにしているタイの魅力の表れだと感じた。 

空港建物から外に出た時、日本と違う空気を感じ、ここがタイであるということを強く意

識した。その後、バンコク都心部にあるホテルへの移動する際にも、バスからみえる街並み

が発展途上国を感じさせない景観であることが印象に残った。ホテルに到着してからも、フ

ロント、ポーター、その他従業員から優しく明るくあいさつを受け、多様なサービスをして

もらい、言葉がうまく伝わりきってないなかでも、いろいろなコミュニケーション・メソッ

ドで現地のことを教えてもらい、ホテルでとてもよい時間がすごせた。到着初日にはホテル

での夕食はなかったので外に出てすませた。バンコクには日本にもあるコンビニ「セブンイ

レブン」「ローソン」などがあり、買い物をした。日本と同じ外観をしてはいるが、売られ

ているものが全然違っていて見るだけでもすごく面白かった。日本では普通のおにぎりや

サンドイッチ、弁当なども少しはあるものの、その代わりにタイの定番であるガパオライス

やタイ特有のスパイスの効いたご飯系の商品がたくさん置いてあった。そこでガパオライ

スを買って食べたが思っていたよりも辛すぎてまったく口に合わず、美味しいとは思えな

かった。食の嗜好は案外保守的なものである。さらにタイの法律によりたばこが見える場所

にはおかれていなかったり、酒類もある時間帯から購入できないタイの独特なきまりがあ

って面白いと思った。それでも、バンコクには多くの日本企業が進出しており、そのような
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日系のコンビニをタイの方たちが普通に利用している様子がとても新鮮に感じられた。 

 

2．市内視察を中心に －観光という視点で見たタイ－ 

2 日目はバンコク市内の仏教遺跡や王宮見学でバンコクの雰囲気を肌で感じ、グループに

よる調査活動も始動した。仏教寺院であるワットプラケオなどを訪れ、ここが仏教国である

ということを実感することができた。王宮の周りを警護する白い服をきた警備兵が手には

銃剣を持っていたのが印象的だった。2016 年にプミポン前国王が亡くなり、タイ全土で 1

年間の服喪中であり、公務員は一年間白黒の服、喪服を着用しなければいけないルールがあ

り、一般の国民も白黒を中心とした服や肌の露出を控えた服を着なければならないという

ことであった。このような仏教文化に根差した慣習が国民全体に浸透していて、観光客であ

る私たちも、服装などに十分配慮しなければワットプラケオやワットポーに入ることがで

きなかった。そういった国王（王室）に対する礼儀が現地の人々には当たり前のように受け

止められ、行動しており、その礼儀正しい様子がとても印象的だった。 

その後ボートに乗ってタイの川を満喫したが、日本の川とは大違いで水が茶色でとても

汚いとしか、表現ができない。その流域はバンコクの中でも貧困地帯であるということであ

った。しかし、その河川や運河による水運がバンコクの経済を支え、市民生活を維持してい

ることを理解する必要があると気付いた。他方、それに比べ日本の川はとてもきれいで水に

とても恵まれていると感じた。 

また二日目の夜訪れたマーボンクロンでは日本の東急と合体したショッピングモールで

その規模の大きさと近代的な雰囲気に驚いた。価格的にもあまり日本と変わらなくて実際

に買い物や夕食をとったことで物価が高騰していること、そういう意味でタイが先進国に

近くなっていることを感じた場所だった。それでも店舗によってはブランド・メーカーの偽

物を堂々と売っているところも少なからず見かけられ、その中で、販売人との値段交渉など

も楽しむことができた。もっとも、下手なタイ語や英語で頑張ってコミュニケーションをと

って粘って買い物をしようとして、時にはうまく乗せられて買ってしまったことがあった。

言葉の限界もある中で下手な買い物をしたなと思いつつも、なぜか買い物とのやり取りを

楽しんでいる自分もいた。バンコク名物ともいえるの屋台街の中で食べ物を買って食べよ

うと思ったが、ツアー全体を通してタイの料理がまったくあっていなかったので買わなか

った。しかし、衛生上の問題から、バンコク首都圏庁がバンコクの主要な道路から食べ物な

どを販売する露天商を近年中に退去させるという方針を出しており、屋台街を楽しまなか

ったことを少し後悔した。屋台街、夜市のようなものも私はタイの文化の一つだと考えてい

たので、衛生面などの配慮だけで全廃を進めることはもったいない気もする。とはいえ、こ

ういった面からも、タイが先進国へと着実に進んでいるのがわかる。 

スタディツアーを通して一番印象に残っているところはパタヤである。バンコクからバ

スで約2∼3時間の場所にあり、ビーチリゾートに憧れていた自分にとってはとても快適な場

所だった。ここでは観光という視点で、パタヤを眺めてみたい。 
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熱帯のビーチにしかないような木々や開放的な海

はとても眺めがきれいで、海に入って遊びたいと思う

ほどだった。中でもビーチリゾートでしかできないバ

ナナボートやパラシュート、ジェットスキーなど私が

やってみたいものばかりで憧れた。ビーチでは、現地

の人たちが観光客をターゲットに商売をしていた。ホ

テルも豪華な施設で部屋からの景色も海が見渡せて

海外の初海や潮風を実感できた。またいろいろな国か

らの観光客が多く、多様な食を楽しめた。パタヤのホテルの夕食はリゾート地らしくとても

豪華で、タイの食事が合わない私もおいしくいただいた。夜はトランスジェンダーの方たち

のショーを見て衝撃を受けた。すごくきれいで女の人以上に美しく思えたし、堂々と性的マ

イノリティを受け入れてそれを披露することのできる国の環境が整っていてすばらしいと

思った。日本でも性的マイノリティの立場や権利が主張され始められていると思っている

が、正直なところそれを言い出せない環境がまだまだ日本にはあると思う。トランスジェン

ダーに限らず、マイノリティーの主権をタイのように堂々と表現できる環境をつくってい

かなければといけないと思う。タイ・パタヤの夜は、独

特な光、音楽、ショー的要素など観光客を集客するに必

要不可欠な要素がたくさんあり、それらが地域特有の文

化を形成していると感じた場所だった。    

さらにエコツアーでゾウの生態に触れるということで

エレファントビレッジを訪れ、ゾウに直接触れるなど、

大変貴重な体験ができた。ゾウに限らず他の動物もたく

さんいて多くの動物と触れ合えたことは思い出に残るこ

とだろう。中でもシロテテナガザルとすごくなついてく

れたのがとても印象的で、これを機会にサルの生態につ

いて調べて、他の授業の参考にもしたいと思う。 

以上、観光客としての視点からのタイの印象である。 

  

3．地域の問題として観光を考える 

タイのバンコクを訪れるとその近代都市の様相に驚く。日本国内で東南アジアと聞くと、

発展途上の未開拓世界だというイメージをもつ人もいるが、バンコクに関しては、日本の都

市部と変わらない生活を送っているように見える。そして、日本より進んでいる制度なども

見ることができる。気がついてものをいくつか列挙してみよう。1.マクドナルドのクレジッ

トカード決済。日本ではようやく始まったばかりのようだが、タイではすでに5年前からカ

ード決済できたらしい。２.マイナンバー制度。日本では2016年から始まったが、タイでは

昔から「バート・プラチャーチョン」（国民身分証明書）と呼ばれるIDカードが全国民に発
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行され、日常生活のあらゆる場面で利用されている。３、室内の全面禁煙。日本でも禁煙や

分煙は進みつつあるものの、いまだにタバコ臭い飲食店・喫茶店が数多く存在し、分煙され

ていても臭うことがしばしばだが、タイではかなり昔から室内の全面禁煙が徹底されてい

る。このように都市住民の間では先進国と同様の生活が根付いているといえるのではない

だろうか。ただし、それらが市民のどの部分にまで浸透しているかが問題なのである。 

 

3．フェアトレード 

観光と民間活動の関わりがある活動として、けっして大規模なものではないが、タイのフ

ェアトレードはとても興味深いものであった。 

 フェアトレードとは、発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格で継続的に取引す

ることによって、生産者の持続的な生活向上を支える仕組みである。 

私たちが行ったのは、タイ北部の山岳少数民族の人々が伝統の柄の機織りで作ったものを

売っているロフティ・バンブーという雑貨のお店だ。このお店の商品は、全てフェアトレー

ドであり、定価の50％が作り手に入り、利

益の10％が財団法人地域開発教育基金に寄

付されている。ロフティ・バンブーは、世

界フェアトレード機関アジアの入会審査に

合格し、購入者から預かったお金がきちん

と生産者に届けられている証明がなされて

いる。 

私たちは、このようなフェアトレードの

商品が、どのように観光客の目に留まるよ

うに工夫されているのか実際見に行ってき

た。 

 ロフティ・バンブーの店内には、カラフルで、古くから少数民族が活用してきたタイ北部

独特の民族柄や、象や鳥の柄を現代風にアレンジを加えたアクセサリーやポーチ、キーホル

ダー、ぬいぐるみ、バック、帽子、衣服、食器など多様な雑貨類がそれぞれ種類も豊富にあ

り、観光客がお土産として買いたくなるようなものが多く売られていた。また、商品は化学

染料をできるだけ使わず、草木染めを推進し、質にもこだわっていることを知った。このよ

うに観光客が気軽に安心して買えるように工夫されていることが良く理解された。 

タイの山村では機織りの技術や機柄は各村で独自に発達してきた。しかし、タイの少数民

族の人々は作ったものを近隣で売ってお金を儲けたいのだが、近年、西洋化の影響で村人が

Tシャツやジーンズを着るようになり、機織りの機会が減少している。それによって、伝統

の柄で作る織物の伝統を多くの人に知ってもらう機会も少なくなってしまっているのが現

状だ。この問題の解決策の一つは、私たち観光客がこのフェアトレードの活動を利用するこ

とで、村人の生活を支えることができるようになることに繋がり、それによって、より伝統
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を伝える機会が増えるようにすることだ。 

今回タイに行って、フェアトレードについて分かっ

たことは、観光客が商品の作り手に適切にお金が入る

ということを知ったうえで商品を買うことを通して、

間接的に国際支援、国際貢献、抗議の意味で国際協力を

していると実感することができるということだろう。

それを私たちは間近に見ることができ、とてもいい経験になった。 

 

４．メディカルツーリズム 

 タイのバンコクにあるバムルンラードインターナショナル病院  Bumrungrad 
International Hospital は、タイで一番大きい私立の病院である。この病院はタイ人の医師

がタイで働くために造られた病院で、2002年にJCI国際病院認定(Joint Commission 
International )をアジアで始めて取得した。タイ人の医師は医療レベルが高いが、過去には

タイ人の医師のレベルにあった上質の医療が可能な病院がタイにはなく、海外で活躍して

いる医師が多かったため、この病院が1980年に開院された。そのため、この病院の患者の4

割が外国人で、病院も19ヶ国語に対応している。

病室は個室がほとんどで、外国人用の受付や問い

合わせの場所があって、外国人でも安心できる環

境であった。海外から医療観光として訪れる人も

多く、これからも海外の多くの場所でこの病院の

存在が認知され、医療ツアーが保健・健康・経済を

繋ぐ社会システムとして普及することで、医療分

野での国際協力ができることにより、タイの発展と経済成長に繋がることだと思った。 

 

5．最後に 

私たちはこのスタディーツアーを通して様々なことが学べたと思っている。実際に国際

協力の現場や様子を自分自身で見たり聞いたりと、まったく今までにない体験ができて異

国の人や文化に触れてとてもいい経験になった。その中で、国際協力分野においては、民間

セクターの役割がまだまだ十分には活用されていないことに気づかされた。このツアーで

の経験をより現実の国際協力に活かすために、さらにこれからの自分の考え方や行動を積

極的にしていきたい。まだここに書ききれないたくさんの経験や思い出があるが、それらか

ら得られた知識や新しい考え方を国際協力の方法やあり方を考える種子としていきたい。

またスタディーツアーで得たものが多い分わたしはもう一回タイに行きたいと思っている

し、国際協力の面でも発展途上国から先進国になっていく様子やなった様子を今の自分の

考えや知識を将来の自分とで比較できたら良い、さらに国際協力ができるようになればそ

れがベストだと思う。 
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第 3章 貧困撲滅に向かう組織 

 

相羽莉奈・松瀬力翔・石崎みちえ 

１． はじめに 

私たちはタイのスタディツアーを通じて、発展の中に取り残され、大都市のきらびやかな

喧騒に紛れて捨てられようとしている人々の生活を見ることが出来た。いわゆるスラムと

いう形態の集合的な棄民社会のみならず、反映する経済社会のいたるところに存在するそ

れら貧困にあえぐ人々の生活と、それに立ち向かう国際的な支援のあり方を目の当たりに

し、国際協力のあるべき一つの姿を発見したとい

えるだろう。そのような経験とその後の学習を通

して、私たちはそれら貧困に立ち向かう国際機関・

NGOなどの実体をバンコクで迫ってみた。ここで

登場する国際機関の現状と評価は、すべてバンコ

クのオフィスを訪問した経験に基づいている。 

 

２．国際労働機関 ILOについて 

国際労働機関は、1919 年に、ベルサイユ条約によって国際連盟と共に誕生した。第一次

世界大戦後の社会改革に対して高まる懸念、そしてあらゆる改革は国際的なレベルで進め

られるべきだという確信を具体的な形を表すものとして設立された。労働者の労働条件と

生活水準の改善を目的とする専門機関だ。強制労働の廃止や児童労働の撲滅に力を注いで

いる。 

2017 年 9 月 5 日、私たちはバンコクの ILO 事務所を訪問した。ILO は国連機関の中で

は、独特の三者構成を取っていることを学んだ。三者構成とは、政策策定や計画立案時には、

経済を動かす社会的パートナーである労使代表も、政府と等しく発言する権利をもってい

るというものだ。社会事項、経済事項、その他多くの問題に関する国内政策の策定、そして

適切な場合にはその実行における労働組合と使用者の「社会対話」を推進することによって、

加盟国内でもこの三者構成主義を奨励していることもはっきり理解することができた。 

ILO の主な活動内容は次の四項目にわたっている。 

•基準並びに労働における基本的原則及び権利を推進し、実現すること  

•男女が人間的な雇用を確保できるより多くの機会を創出すること  

•社会保護の範囲をすべての人々に広げ、その効果を高めること  

•三者構成主義と社会対話を強化すること 

最低限の国際労働基準と ILO の広範な政策は、毎年開かれる国際労働総会で設定された。

総会は加盟国が分担する ILO の予算及び活動計画を２年毎に承認している。わたしたちは

現地を訪問して、「いつしか児童労働がなくなるその日が、早く現実になってほしい」と非

常に強く思うようになった。 
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３．UNESCO について 

９月 6 日、私たちは国際連合教育科学文化機関（UNESCO）を訪問した。1946 年に設立

され、教育、科学、文化の発展と推進を目的とした専門機関だ。戦争の悲劇を繰り返さない

との理念があり、設立の目的を表していることを知った。 

2 年に 1 回開催される総会、年に 2 回開催される執行委員会の下に事務局が置かれ、教育、

自然科学、人文・社会科学、文化、情報・コミュニケーションの 5 局が各分野の活動を行っ

ている。（各局で連携して事業が実施されることもある。） 

総会（General Conference）は、ユネスコの最高意思決定機関であり、ユネスコの活動方針

を決定し、事業・予算を承認するほか、事務局長の任命を行うことも教わった。 

ユネスコの主な活動内容は、次の 7 つだ。 

•識字率の向上 

•義務教育・普遍的初等教育の普及 

•世界遺産の登録と保護 

•記憶遺産の登録 

•文化多様性条約の採択 

•教育における男女差別の解消 

•貧困の半減 

これら、国連の教育・文化・科学関連の発展や向上につながる活動が、主なものとなる。

UNESCO の活動の一環として

世界遺産が登録されているので、

発展途上国だけでなく日本とも

深く関係があるのだ。それゆえに

国連に興味を持っていない人も、

まずはここから興味をもって世

界の問題を考えてもらえたら、わ

たしたちは大変嬉しいと思う。 

 

 

４．UNDP について 

9 月 5 日 ILO を訪問した同じ日に、私たちは 1965 年に設立された国際連合開発計画

（UNDP）にを訪問した。世界の開発と問題解決を行う機関だ。約 170 か国の地域におい

て、各国が自分の国の開発目標や持続可能な開発目標を達成できるように支援をしている。

開発の目的は単純に所得を向上するだけでなく、人が人らしい生活をおくれるように支援

することであるという「人間中心の開発」という考えを表している。現在では、この「人間

開発」に対する考え方が、幅広く受け入れられ、開発援助における基本理念の一つにもなっ

ているのだ。また、2015 年を達成期限とする持続可能な開発目標 (MDGs)の達成、ポスト
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2015 開発アジェンダ（2015 年以降の開

発目標）の策定においても、重要な役割

を果たしてきた。 

UNDP は 2014－2017 年の戦略計画に

おいて、「貧困の撲滅、不平等と排除の大

幅な是正を同時に達成」を掲げている。

教わったことをもとに3つの主な活動分

野をまとめた。 

UNDP の主な活動分野は、次の 3 つだ。 

1.持続可能な開発 

2.民主的ガバナンスと平和構築 

3.気候変動対策と強靭な社会の構築 

UNDP の援助計画では，投資資本の誘致，職員の技能訓練や近代技術の導入を目的とする

プロジェクトに資金を提供している。また専門家による援助を提供し，発展途上国の統治能

力を向上させるために，公正かつ対応に優れ国民参加を可能とする政治司法機関を構築す

ること，雇用を増やすために国内経済の民間部門を拡大することを目指していることも学

んだ。 

近年では貧困削減，エイズの治療と HIV 感染対策の戦略策定，環境保全のためのエネル

ギー経済政策の推進，通信と先端技術の基盤施設拡充などを目的とする計画に集中してき

た。125 ヵ国以上の発展途上国現地で常駐代表がその他の国連機関・計画や非政府組織 
NGO との間で活動を調整している。本部はアメリカ合衆国のニューヨークだ。持続可能な

社会を作ることは容易ではない。現在では、約 170 か国の目標を達成できるように支援し

ている。この 170 か国に入ってない国の人も、できるだけ早く支援してあげたいと思った。 

 

５．ESCAP 
まず 9 月 5 日に私たちが一番初めに訪れた機関はアジア太平洋経済社会委員会、略称

ESCAP という国連機関だ。この機関はアジア太平洋の経済・社会開発を行う機関で地域の

重要な基盤づくりをしている。単一にアジアといってもアフガニスタンやパキスタンなど

中東中央アジアなどもアジアに入るので、国連を訪れた時はサウジアラビア人のオサマさ

んが担当して私達を笑顔で出迎えてくれた。 

オサマさんのお話は主にアジアの貧困や格差の具体的なデータや国連の政策であった。

ビルが立ち並ぶ香港の景色とベトナムの水上スラムの写真を比較し、アジアの最大の特徴

は「大きな格差」だということを知った。貧困層が上へ進めるような政治政策がなくネット

ワークもないため貧富の格差は広がっていくのだ。 

最後にオサマさんが「貧困は 90％なくなる。目標（SDGｓ）は 2030 年だが、実際には

2050 年になるだろう。」と断言していた。私はオサマさんが断言をしていたことに対して驚
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いた。なぜなら、私は「貧困」という複雑に絡み合っている問題は人間が存在している限り

なくならないものだと思っていたからだ。オサマさんのこの言葉で教科書の語句としてし

か捉えることができなかった国連の存在を近く感じさせたのだ。 

 

６．Redemptorist リデンプトリスト障碍者職業訓練学校 

9 月 9 日はパタヤにあるキリスト教系 NGO である RFPW を訪れた。ここは障がい児や

孤児の職業訓練学校のミッションスクールだ。9 年前事故で障がい者になったダイアンさん

がやさしく案内してくれた。障がい者を訓練し雇用の機会を与え健常者と同等の境遇を作

り出すのが目的だ。ダイアンさんは「教育は社会で同等に生きるための術であり、一人の人

間として扱われる権利である」と言われていて、首都バンコクよりもパタヤのバリアフリー

が進んでいることからパタヤをバリアフリーの街にしようと努力している。 

ミッションスクールは 15 歳～45 歳のひとりひとりに様々なストーリーがあり様々な宗

教、様々な障害を持っている人が在籍している。難関の入学試験もあり健常者と変わらない

扱いをしている。 

実際にそこで訓練を受けている方と障がい者の職員の方々で話した。車いすで半身不随

の方や自閉症の方が多く私は大きな違和感を覚えた。 

私には難病筋ジストロフィー症を患っている 23 歳の兄がいる。症状はかなり進行してい

るため専用の呼吸器をつけ、指と表情の筋肉しか動かない。兄は差別の話や、自分自身の夢

などをしてくれる。私は子どもの頃から兄が通っていた養護学校で寝たきりのまま移動す

る生徒や知恵遅れのため全く言葉が通じない生徒と交流をしたりして、障がい者の友達も

多く、障がい者の生の声が聞くことができる環境にあった。そんな中で AFPW をよく見る

と、ある程度自分で動くことができる障がい者の方しかいないことに気が付いた。知的障が

い者や、全身不随、盲目などの介助が必要な方はどこを見ても見当たらない。「重度の障が

い者の方はこの学校にはいないのですか？また、日本のように介助ヘルパーなどの制度は

タイに存在しますか？」とダイアンさんに質問すると、「タイはまだ発展途上国です。障が

い者に対する人々の理解も少なく、制度もあまりありません。そしてタイには介助ヘルパー

と言われる方は 5 名程しかいません。」

と答えた。タイに来てからの一番の衝

撃だった。APCD で感じたあの違和感

の正体はこれだった。今まで国連やバ

ムルングラード国際病院、ショッピン

グモールなど発展しているところを訪

れてばかりで、ここが中進国だという

ことを忘れかけていた。街で障がい者

を見かけないこともなんだか気持ち悪

く感じていた。これはタイが昔の日本
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のように肉体的、精神的バリアフリーが進んでおらず「障がい者は家族が面倒を見るのがあ

たりまえ」という考えがいまだしみついている証拠だ。このように学校や施設に入ることが

できる人は本当にごくわずかである。介助が必要な重度の障がい者は RFPWの試験を受ける

ことさえできない。そういった人々は今この瞬間は何をしているのだろう？仕事は？その

家族の生計は？結婚は？夢は？と感情的な疑問が頭の中に次々とよぎり、よくわからない

使命感とともに無性に心が苦しくなった。障がい者についてはタイは未だ発展途上だ。一方、

日本は昔と比べると著しい発展を遂げたが、心のバリアフリーはいまだ発展途上であるの

が現状だ。 

 

７．個人的な感想（相羽莉奈） 

たくさんの衝撃を受けた後に機関を訪れて私たちはそもそも「人権」という言葉をきちん

と理解していないことに気づいた。タイで長田先生に「人権」とは何かを聞かれて答えられ

なかった。国際協力学科に所属しているのに関わらず国際協力の核のような存在である国

連のことさえあまりよく分かっておらず私はとても情けなくなった。 

私たちは日本人の大学生として、様々な場所を訪れた。タイの人たちから見て貧困街やタ

イ人を見せ物のように観察している私たちは傲慢であったかもしれない。しかし、ここで自

分自身の偏見を砕いて、見て、聞いて、感じたことをアウトプットし世界の人々に恩返しが

できればどんなにいいことだろうと私は思う。 

 

８．オイスカ（OISCA） 

 5 日目私たちは、アユタヤ世界遺産視察後、バンコクにある日本の NGO オイスカ（OISCA）

事務所を訪問した。オイスカとは、The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural 
Advancement-International(組織、産業、精神、文化、促進)の 5 つの単語の頭文字を取り

OISCA である。1961 年に精神文化国際機構が発足し、1965 年に現在の名称に変更した。

関連施設として、オイスカ高等学校、オイスカ開発教育専門学校、月光天文台などがある。

オイスカ高等学校では、かつて、校内の神社参拝、旧軍隊式の敬礼、サーベルを構えた卒業

式などの様子が取りざたされたことがある。 

 オイスカ全体の活動としては、海外開発協力、「子供の森」計画、人材育成、普及啓発の

4 つである。タイでは、「子供の森」計画活動を中心に、植林や有機農業普及活動のほか、

コミュニティフォレストを通じて地域の発展に貢献する活動を行っている。また、南部では

マングローブ植林プロジェクトや過去に地震の被害にあった村の復興支援プロジェクトを

行い、北部ではタイ有機農業普及プロジェクトを中心に、人材育成にも取り組んでいる。 

 オイスカでは生徒たちがムエタイを披露して出迎えてくれた。その後オイスカの活動に

ついて説明を受けた後、学校内を案内していただいた。学校裏には野菜が育ててあったり、

建物の一角には日本ではおいあたりまえになっている、リサイクル分別のごみ箱が設置さ

れていた。途中で雨が降るハプニングがあったが最後には記念樹を植えた。私は、オイスカ
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高校を出ている。高校では学校横でマングローブを育てていたり、田植えや稲刈り、山へ行

き枝打ちをおこなったり、2 年次に海外研修にも行ったが、その時とはまた違った話が聞け

たり、違った体験ができたと思う。 

 

９．シーカアジア財団 

 11 日目にホテルをチェックアウトしバスでタイの貧困地域、クロントイへ向かった。貧

困界を実際に見学し、日本の NGO シャンティーボランティア会のプロジェクトを視察する

ためだ。シーカー・アジア財団は 1991 年に現地法人化された団体で、貧困層の中でもとり

わけ子供たち、青年たちの生活の質の向上を目指して教育支援を行っている団体である。

「シーカー」とはサンスクリット語で「教育」という意味で、子供や青年の教育支援を中心

に「コミュニティ図書館」「移動図書館」「奨学金」「保育園」「学生寮」といった事業のほか

に、緊急支援活動等を行っている。これら以外にも、コミュニティ開発、スラム地区などで

暮らす女性に対する職業訓練をおこなっている。 

 私たちは、クロントイ・スラムの中を財団の方に案内をしてもらった。家々は隙間なく建

っていてわからないまま入ると迷子になってしまいそうなほどに入り組んでいた。隙間な

く家が建っているため、火事が起こるとすぐに燃え移ってしまう。火事あとも見ることがで

きたが、重機が入れないためか火事あとはそのまま残されていた。スラム街は不思議なこと

に住所が存在しないにもかかわらず、郵便物がきちんと届くそうだ。シーカーアジア財団は

テレビでも取り上げられているので今後の活動にも注目していこうと思った。 

 

10．まとめ 

国連機関は「貧困撲滅」という大きな目標を掲げしっかりと人を動かすアクションをしてい

ることが分かった。ではなぜ中進国と言われるタイにここまで多くの国連機関が存在する

のだろうか。簡潔に言うとそれはタイが東南アジアの中心であり、東南アジアの中で一番安

定的にお金がある場所だからだ。東京にはない国際色がある。ちなみに中南米にはこういっ

た国連機関が集中している場所がない。点々としており、絶対的に強い国というものはあま

りないのだ。持続可能な開発目標 SDGｓは 17 の目標がある中で、1 の「貧困をなくす」が

最も重要であると引率の長田教授は何度も言われていた。私達もそう思う。しかし、１の目

標が最も大切というわけではなく、それ以外の目標を一つでも達成することができなかっ

たのなら「貧困をなくす」ことはできず「だれ一人取り残さない」も叶えられない。全ての

問題が網目状に絡まり最終的には貧困へと結びつくため、17 の目標は一つも見落とすこと

ができず全て大切だということをタイに訪れて私たちはしっかりと理解した。 

タイに対して貧しい、貧困というイメージを持つ人は少なくない。写真では伝わりにくい

が国連機関はとても設備が整っている。それに大きな違和感を覚えた。とても明るく冷房で

寒い室内に、ホテルのようなガラス張りの部屋、吹き抜けの立派な食堂などを見て、「国連

はエリートの集まりだし、とても大きな国際機関だから当たり前か」と無理やり思おうとし
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ていたのかもしれない。しかしこれこそが正真正銘の「格差」を表しているのではないかと

感じた。貧困を撲滅しようとしているからといって職員達がすり減る必要は決してないが

この立派な施設を見てセキュリティーはまだしも資金の使い道（設備費、場所の維持費、空

調費など）が気にならずにはいられなかったのだ。貧困が完全になくなると国連の仕事もな

くなってしまうという皮肉は、これらの設備がわかりやすく象徴しているのだと思った。 
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第４章 タイ王国と人権 

 

西村天智・新野太一・記野実音・藏立あゆ美 
 
１．人として生きるということ 

 

 私たちは 2017 年 9 月 2 日、タイ王国を訪れた。私（新野）がこの国へ訪問した理由は主

に二つある。一つ目は、LGBT についての知識を深めるため、二つ目はタイでは人権がどの

ような認識であるかを知るためだ。しかし私はその目的以外

にも知る必要がある大切なものを学ぶことができた。国によ

って異なる独自の考え方や人柄、富裕層と貧困層の格差とそ

れに伴う教育現場・人員の不足、今の自分とおかれている状

況がまるで違うということに改めて気付かされた、海外に出

ること自体初めての体験だったこともあったせいかこのス

タディーツアーはすべての行動が新鮮で私自身これまでに

ないと思えるほど充実した二週間となった。だが二週間とい

う短い期間であったため得られた知識や経験は浅いのかも

しれない、それでも今この国に起こっている問題と自分がす

べき課題は知ることができたと思っている。この二週間は私

にとって非常に意味のある時間となった。 

 私は今回、タイ王国で LGBT の方々がどのように理解されているのかを知った。LGBT
とはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を入れた略称である。

タイは世界的にみると比較的 LGBT について寛容な国であることで有名である。有名であ

る理由の一つとして、タイではトランスジェンダーによる劇やショーが行われている。私は

実際にその劇を見てきたのだが、劇が始まるまでのドリンクサービスや劇中での観客を取

り入れたパフォーマンス、劇が終わった後にある劇団員との記念撮影まで幅広いサービス

を提供しており、この最初から最後まですべてを楽しめる劇はトランスジェンダーの方々

の並々ならぬ努力と気構えがあってこそ成り立つ素晴らしい劇であると私は感じた。タイ

における体験はそれのみに止まらず、街歩きやショッピングをすれば至る所で LGBT の

方々と会話を交わすことができる。国民一人一人が自分の性に対して自信を持ち堂々とし

ているタイを見て私はタイの国民全体が多様な性のあり方を認め、性に対しての理解を深

める動きが活発に行われていることに感動した。しかし日本ではまだこの性に関する理解

が希薄のままとなっており、その結果 LGBT だという告白が両親にさえ言えないまま悩ん

でいる人がいる。なぜ個人の性が理解されないのか、私は LGBT への理解に関する教育が

進んでいないことが一つの原因なのではないかと感じている。今、人種や社会的価値観の多

様化が求められる日本において、私はこの問題に対して LGBT を一種の個性と認識し相手
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を尊重する気持ちで接すれば自然とこの問題は消えていくのではないかと思っている。こ

の問題は出来るだけたくさんの人に知ってもらい、性に対する理解を深めなければならな

いと感じた。 
 ところが性の問題に対しては人権意識が高いようにも感じられるタイでは、今、基本的な

人権が確立していないことで問題が起きているという一面もある。過酷な奴隷労働の問題

などに起因する貧困に苦しむ家庭が増え、教育が受けることのできない子どもがあとを絶

たない状況となっているのだ。そのような中で、タイには教育施設・人員の不足問題への解

決に取り組んでいる学校もある、私たちはその取り組みがなされているパタヤのリデンプ

トリスト障碍者職業訓練学校へ訪問した。十分に教育を受けられない子どもたちのために

創設されたその学校は就職先が見つかるまでの支

援や家から学校までの通学距離を短くするために

小さな集団住宅を提供しているほか大学に通うた

めの教育も行っている、また生徒の年齢も 14 歳か

ら 40 歳までと幅広く、タイのほかにもミャンマー

やラオス、ベトナムなど近隣諸国からの生徒も受け

入れていると知った。その学校に通うオムスィンさ

んは自国のべトナムに帰ったらアイスティーの競

技会に参加すると話していた。どんな境遇におかれた人にも支援の手を差し伸べるリデン

プトリストの活動を知り、これまで抱いていた貧困によって学校へ通うことのできない子

どもたちがいなくなることはないのではないかという考え方が一変した。私自身、今まで学

校に通えない子どもたちのことを知ろうともしなかったことがとても恥ずかしく思えた。

私はこの学校への訪問を体験して、人権を確立するには人権を学ぶ学校の存在が必要不可

欠であると感じた。人権を必要としているのは今

を生きるの人間とこれからを生きる人間である

からだ。タイの人権を確立するため、今の私には、

今回のスタディーツアーで知ったことを周りの

人間に伝えることしかできないが、そこからスタ

ートして、自分にできることを確実にこなしてい

こうと思う。 

 今回のスタディーツアーでは LGBT と人権と

教育のつながりについて自分の知りたいことを知ることができたと思っている。しかしま

だ追求し続けなければならない課題や、自分の目と耳で知らなければならない事実がある
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ことは十分に分かってい

る。どうすれば人が自分の

性を堂々とふるまうこと

が当たり前のようにでき

るのだろうか、この問題は

私自身が LGBT の方々とよ

り多くの時間を共に過ご

すことでこの問題への解

決策を見いだせるのでは

ないかのではないかと考えている。人間一人一人の人権を尊重し誰一人取り残すことなく

貧困から抜け出すにはどのような行動を起こせばよいのか。私は莫大な財力や人脈を持っ

ていないが自分の声で周りの人に伝えることはできる。小さなことからでも行動を起こせ

ば何かを変えるきっかけになるのではないかと考えた。タイ・スタディーツアーを通して自

分は小さな力しか持ち合わせていないが何もできないことはない、ということを知った。今

回得たものを無駄にしないためにも自分から行動を起こし、ツアー参加の前に考えていた

二つの問題をより多くの人に知ってもらい話し合うことが自分のするべきことなのだと思

う。 

 

２．APCD について 

APCD、アジア太平洋障碍者センターは、アジア太平洋地域の障碍者の地位向上を目的と

した財団である。タイ政府と日本政府・JICA の協力により 2002年に設立され、ASEAN の

10 ヵ国と協力関係にあり、主な活動内容は、開発途上国の障碍者のエンパワメントと社会

のバリアフリー化に向け関連団体を対象に、ネットワークづくりと連携促進・情報支援・人

材育成などである。具体的には当該地域の政府機関・NGO・国際機関と提携しネットワーク

を形成して、情報・協力を必要とする団体が

最も必要とする団体と連絡・連携できるよう

側面支援を行っている。 

APCD では障碍者の方が人材育成のトレ

ーニングとして、マーケティングや営業の方

法を学ぶ他にも、日本の山崎製パン（ヤマザ

キパン）がプロのパン職人を派遣し、パン作

りや販売等を実際に働きながら学んでいる。 

 ベーカリーの店内の入り口は作業場も売

り場もすべてフルフラットになっており、お客さんはもちろんのこと、ここで働く障碍者の
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方が働きやすい環境になっている。視覚障碍者の方のための点字や、車いすの方のためにパ

ンなどが置かれている商品棚が低くなっているなどの様々な工夫がされていたことが興味

深かった。 

 そしてベーカリーの店内や APCD の施設内には日本がタイに支援を行っていることがわ

かるものが至る所に見られた。建物等を日本が建設したことを示すものが室内の壁に貼っ

てあり、施設内の椅子やバスなどにも多くの日の丸が見られ、日本政府とタイ政府の協力関

係がわかりやすく示されていた。 

 APCD のプロジェクトは、新十年の幕開けとともにスタートを切ったばかりである。そ

して APCD の意義は、障碍者、それ以外の誰でもなく障碍当事者のニーズに基づいて作ら

れた点であり、多くの障碍者の夢を乗せ、未来のリーダーを養成していくことである。その

実現に向けての障碍者の教育支援やリーダー育成が進められており、日本の JICA が始めた

プロジェクトがタイ政府に引き継がれ、しっかりとタイ国内に息づいてしていることを、

APCD の施設を訪問したことで、直接的に感じられるとともに、今後への期待を持つこと

ができたと思う。これは国連がプロジェクトの最終目標として掲げている“PHACED OUT”、

“支援からの自立”のひとつの成功例なのであろう。 

 

3．障がいと人権 

 バリアフリーという言葉があるが、そのバリアとは一体何なのだろうか？ 私はタイに行

くまで全く考えたこともなかった。しかし、タイで実際に APCD やパタヤのリデンプトリ

ストなどの、障がい者のための職業訓練施設を訪れることで、障がいを持つ方の人権や社会

のあり方について考えた。 

ツアー中に私たちが訪問した APCD ベーカリー。この施設は、前節でも述べたように、

元々JICA のプロジェクトで現在はタイ政府が引き継いで運営をしている、障がい者の就業

訓練を行う施設だ。ここでは、障がいを持つ人達が実際にベーカリーを運営して、パン作り

の技術やマーケティングのノウハウを学んでいる。ここで働く人は 1 日 7 時間（1 時間休

憩）労働で、タイ政府から 1 か月 6,000 バーツの給与ももらっている。また、1 日 300 バー

ツの食費と交通費も支給されているという。ここでの訓練を終えると提携を結んでいるヤ

マザキパンの関連会社にほぼ 100％就職できる。この施設で、自身も障がいを抱える APCD
のデベロープメントマネージャーのジャスパーさんの話を聞き、彼らの障がいがバリアと

なってしまう四つの理由を知った。バリアフリーとは環境だけの問題ではないのである。障

がいがバリアになる四つの理由。一つ目は環境、二つ目がコミュニケーション、三つ目が法・

制度、そして、四つ目は態度である。バリアフリーという言葉から連想するのは、スロープ

や点字ブロックなど建物などにつけられている構造物だ。しかし、それらを私たちが今すぐ

変えるのは難しい。一番簡単に変えられるもの、それは態度である。 

 障がいを持つ人々が、私たち障がいを持たない人間に求めるのは、理解である。さらにそ

の人個人のキャラクターを理解することも大切だ。見て見ぬ振りをすることこそが最大の
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差別である。タイに行って初めてそのことに気づかされた。障がいについて、私がもう一つ

タイで学んだことがある。それは、障がいとはディスアビリティーではなく、ディファレン

トアビリティーであるということである。何かの能力が無いということではなく、違った能

力があるということ。これは、とても大切な考え方だと私は思った。差別は人と違うこと、

思想の違いや、見た目の違いから始まる。いかに、人との違いを理解して、受け入れるか、

平等な人権とは、そこにかかっていると私は思う。 

また、私たちはパタヤの NGO リデンプトリストという施設も訪問した。この施設は、貧

困家庭の子供達の保護と、障がいを持つ人の自立支援を行っている。こちらには、タイ国内

のみならず、ラオスやミャンマー、カンボジアなどタイ周辺のアジア諸国からも障がいを持

つ方々が集まる。それは、ここに職業訓練施設があり、試験に通過すればの 2 年間無料で、

英語や IT、電気工学などを学ぶことが出来るからである。私はここで、この施設を運営す

る方に、タイで障がい者の人権は考えられていると思うか、という質問をした。答えは、そ

もそもタイでは人の人権というものが重視されていないというものだった。タイの国民性

なのか、バリアフリーが進んでいなくても、人の心の優しさに助けられるらしい。しかし、

パタヤはバンコクよりもバリアフリーが進んでいるともおっしゃっていた。実際に街を歩

いても、確かにバンコクに比べたら道のスロープなどはあるかなと思った。ただ、それもこ

のパタヤ NGO が声を出しているからであって、何も言わなければ何もしてくれないだろ

う。バリアフリーの設備を設置することは人権を守るために必要なことだ。ただ、人権の問

題点は、権利を自ら主張できる人にしかないことだ。人権が動物に無いのは、動物が自分か

ら権利を主張することができないからである。動物は人が保護するところにとどまるしか

ない。とはいうものの、自分から主張できる人でないと人権が守られないというだけでは、

人権問題は先へ進めないのも事実であろう。パタヤ NGO では人権を守るための勉強も教え

ている。障がい者達自身が主張できるようになるのも大切なことであり、同時に、一緒に声

を上げる人の存在も必要不可欠なのではないかと思った。 

 最後に、人権とは、全ての人に平等に与えられた「人が人として人らしく生活する権利」

である。これは、誰にも侵されてはならない。障がいがあっても無くても人は、同じように

生活する権利がある。それを実現するのが、バリアフリーや、周囲の人の理解と手助けであ

ると私は思う。だからこそ、障がいを障がいにしない（バリアを作らない）という意思を、

私たち障がいを持たない（障がいを持たないと思う気持ちの中にも差別は潜んでいるのか

もしれないが）人間の平静な態度を活力とした平等社会作りが大切なのである。グローバル

社会と言われる現代、日本にも、外国にルーツを持つ人がたくさん暮らしている。人の見た

目や、人種、国籍で他人を判断することはないだろうか。やはり、何よりも大切なのは自分

との違いを理解することである。一つの側面だけでなく、言語や文化、宗教など、様々な側

面から相手を理解し受け入れること。こういった国際理解が、これからのグローバル社会に

生きる私たちに求められる基本的な人権意識なのではないだろうか。 
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第５章 文化・世界遺産 

 

古川敬大朗・瀬古拓也・武田ひなの・日比谷佳音・山口一貴  

 

1．世界遺産 

 今回、私たちは長田こずえ教授引率のタイ王国のスタディーツアーに 2017 年 9 月 3 日か

ら 9 月 14 日までの 12 日間、参加し、対社会を多くの視点から学ぶ機会を得た。その中で、

私たちはタイ王国の「文化・世界遺産」について詳しく調査・学習ことにした。まず初めに、

このグループのリーダーを務めてきた古川敬大朗がその「文化・世界遺産」に中で最も詳し

く学んだ世界遺産について記すこととしたい。 

 私は、世界遺産について、タイ王国のスタディーツアーに参加する前から興味があり、世

界遺産の基本的なことを知っておこうとする思いから、ツアーに参加するまでに世界遺産

検定 4 級を取得した。そこで学んだ世界遺産とは「顕著な普遍的価値」すなわち人類全体に

とって現在だけではなく将来的にも共通した重要な価値をもつ自然や文化財を、世界遺産

条約に基づい

て「世界遺産

リスト」に記

載して国際的

に守ってゆく

ものである。

世界遺産の登

録カテゴリー

には、文化遺

産、自然遺産、

複合遺産の三

つがある。今

回のタイ王国のスタディーツアーで訪れたアユタヤ王朝は文化遺産であった。文化遺産と

は、人類の歴史が生み出した、記念物や建造物群、文化的景観などが登録されている世界遺

産であり、アユタヤ王朝はその前のスコータイ王朝の後にできたタイの王朝です。アユタヤ

王朝は、世界遺産検定の際に私が学んだテキストでは「アユタヤと周辺の歴史地区」という

名称で文化遺産に登録されていたものである。もともとタイ族は四川・雲南方面に居住して

いたが,徐々に南下し、13 世紀になるとモンゴル族の中国侵入におされてインドシナ半島に

移動し、先住民と同化しつつカンボジアのアンコール朝から自立し、その後 13 世紀初頭に

王朝を成立させた。当初のスコータイ朝が衰退して、1438 年に同じタイ族のアユタヤ朝に

併合され、そのアユタヤ朝が残した王朝遺跡群が今回のツアーで訪れた文化遺産である。こ

のアユタヤ朝は、その後 1767 年にビルマ軍の攻撃で破壊されるまで、417 年間のタイの中
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心であり続けたのである。アユタヤで今回訪れた場所は「ワット・プラシーサンペット」「ワ

ット・チャイワッタナラーム」「ワット・プラ・マハタート」という名称の三か所の寺院遺

跡であった。 

「ワット・プラシーサンペット」で、私が一番印象に残ったものは、三本の聳え立つ塔で

あった。この三本の塔の中央の階段を上ると今でも使われている祭壇があり、歴史が現在に 

生きているさまを見て深く印象に残った。次に、「ワット・チャイワッタナラーム」「ワット・

プラ・マハタート」を見学したが、この二つは、同じ印象を私に与えた。先の「ワット・プ

ラシーサンペット」も同様であるが、アユタヤは 1767 年にビルマ軍の攻撃で破壊されたと

いうことで、今回のツアーで訪れた時も既に滅びた王朝なのだという感慨をもって見学を

始めた。それは、アユタヤの遺跡全体を見てすでに崩壊したり、原形から大きく崩れている

ところが多くあったこともそのような印象を強くしたのであろう。しかし、その中でも私の

目に止まったものは、アユタヤ全体にある仏像の頭がほとんどすべて無理やり奪われてい

るという点であった。それは、ビルマ軍が攻めてきた時に、仏像の頭がタイ王国以外の国で

高く売れるという理由で破壊され、奪われたのだといわれている。 

 最後に私が実際にタイ王国にスタディーツアーで訪れて感じたことをまとめたい。私が

このツアーに参加して一番に印象に残ったことは、先に述べたアユタヤの遺跡全体の保存

状態に問題があると感じた点である。これは、「世界遺産の保全」の問題であり、とりわけ

「観光客の安全性」と「世界遺産の景観が損なわれないような修復」が満たされていないと

いうことだと思った。 

 アユタヤへ今回のツアーで訪れて、世界遺産の中に入ってすぐの右手に一つのアユタヤ

王朝時に造られたと思われる壁があった。その壁は、今にも倒れそうな壁が今にも折れそう

な木で出来た支えで支えられていた。

これでは「観光客の安全性」が守ら

れないと感じた。 

さらに「世界遺産の景観が損なわれ

ないような修復」に関しては、上記

の壁も先述の仏像の頭も同様であっ

て、アユタヤ朝が 1767 年にビルマ

軍に滅ぼされたという歴史的事実を

大切にして表現できるような保存であって欲しいと思ったのである。そのような配慮が続

けられることで、私たちが見たアユタヤ、「アユタヤと周辺の歴史地区」という世界遺産を

これからもずっと守っていけると思う。 

 

2．ユネスコ 

 前節で取り上げた世界遺産は国連のユネスコという機関が「修復だけだはない、その遺産

の大切さを子どもたちに伝える」という目的ももって保護・保全している。この節では、そ
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のユネスコについて詳しく見てみよう。 

 このユネスコの説明は、山口一貴が分担して記述する。ユネスコとは国際連合教育科学文

化機関（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization）の頭文字を

とって命名されている。1945 年にユネスコ設立のための会議があり、1946 年にユネスコが

創設されて、1951 年に日本の加盟が認められた。先述の通り、ユネスコの多彩な活動の一

つには世界遺産の保護・保全がある。ユネスコは諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を

通じて、国際平和と人類の福祉の促進を」目的とした国際連合の専門機関であるので、世界

遺産に関してもとくに「修復だけではない、その遺産の大切さを子どもたちに伝える」とい

う教育に力を注いでいるのである。 

ユネスコの活動は大きく教育局・自然科学局・文化局が主となって分担されている。さら

に国連が定めた重要な施策として、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の

後継である、2016 年から 2030 年までの「持続可能な開発目標」（SDGs : Sustainable 
Development Goals）がある。このプログラムは、持続可能な世界を実現するために 17 の

ゴール・169 のターゲットから構成されている。その中で最も基本的かつ重要な目標が「貧

困をなくす」である。この目標が「こども」「教育」「紛争」「環境」など、現在の世界が抱

えている問題の大半を解決に導く出発点になるのである。 

 ユネスコの教育部門は、武田ひなのが担当して記述する。ユネスコの教育部門では、持続

可能な開発のための教育として、大きく二つの目標を掲げている。 

一つは人間性や人格を育むことである。自律心・判断力・責任力など、社会で生きて行く

うえで必要不可欠な人間的な要素を学ぶことで、人間の尊重・多様性の尊重・非排他性・機

会均等・環境の尊重など、持続開発に関する価値観を育むことができる。 

二つ目は個人を育むことである。環境・平和や人権等の ESD の対象となる様々な課題へ

の取り組みをベースにしつつ、環境・経済・社会・文化の各側面から学際的かつ総合的に取

り組むことが重要だ。 

今後、優先的に取り組む目標と課題がある。それは、アフリカでの平等で質の高い適切な

教育のアクセス向上を図ること、教育システムや学習プロセスを通じジェンダー平等を促

し、よりジェンダーに対する認識・理解を深めることである。 

このように、持続可能な開発のための教育は、関連する様々な分野から総合的に取り組む

必要がある。現実の世界に戻って考えると、私たちが当たり前のように受けている教育を、

タイでは十分に受けることができない人が多数いるということに、今回のツアーでは気づ

かされた。その原因は様々であるが、いずれにせよ根本の原因は貧困である。このことは実

際タイに行って感じたことだ。特に小中学校で受ける教育が確立していなければ、読み書き

ができなかったりということになり、それは仕事を得ることが困難になるということに直

結する。そのような家族の中で育った子供たちは再び同様のサイクルに陥りがちであろう。

いわゆる貧困の連載である。故に、小中学生期に受ける教育は非常に重要なのだ。教育を十

分に受けることにより、読み書きができ、仕事を得て、そのお金で貧困から脱出できる可能
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性が大きく広がるのである。 

 

３．タイで経験した文化の特徴 

 この節では、私たちがタイ王国にスタディーツアーで訪れて、触れて感じた文化について

瀬古拓也と日比谷佳音が分担して紹介する。 

 タイ文化は東南アジア諸国の中でもユニークな位置にあ

り、日本人にとっても良く知られてきたが、まだまだ未知の

部分があり、奥深さを有している。 

 初めに、タイ王国の食文化で感じたこと調べたことから記

述したい。まずタイ料理の特徴は辛い、甘い、酸っぱい、の

3つの味がするのが特徴であろう。私たちはタイ料理で有名

なトムヤムクンを食べるという経験をした。タイの料理は想

像以上に辛く、とてもハーブが多く入っている料理が多い。

私たちが経験したトムヤムクンにはレモングラスが使用さ

れ、とても香りが強いハーブが印象的な料理であ

った。タイではレモングラスは高価なものとして

扱われているということであった。もう一つ有名

なハーブとしてパクチーがタイでも人気がある。

パクチーは老化予防にもよい食材として、最近で

は日本でも多く食べられているが好き嫌いの個

人差が強い食材でもある。タイの料理には本当に

多くの種類のハーブが使われているのが特徴で

あった。 

タイは日本と同様に米の栽培が盛んでタイ米が多く食べられている。長粒種のインディ

カ種であるタイ米の特徴としては粘度が少なくパサパサした感じが強いため、チャーハン

やカレーなどで頻繁に食用される。 

 タイでは日本と違い屋台の店がとても多く、夜市などで軒を並べているが、屋台にはなん

と昆虫を売っている店もあった。私は昆虫や多くの小動物がタイで食べられるいうことを

聞いてはいたが、実際に屋台で普通に売っているとは知らず、。しかし売っているのを見て

実際に食べてみようと思った。私は、サソリ（昆虫

ではないが同様に売られている）を体験したが、

香ばしく美味しく感じ、日本ではできない良い経

験ができた。 

 また、タイでは食べ残した残飯は集めて動物の

餌や植物の肥料にするなどリサイクルには力を入

れているという。しかしそこまでは日本でもやっ
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ていることで特に変わってはないが一つ驚いたことがあった。それは貧しい人に残飯を売

るということである。私はこの話を聞いてとても衝撃をうけてタイという国はとても格差

がすごい国だと思った。文献で調べてみると、そのような行動やその背景にある経済的な格

差はアジアの多くの国々に存在しているということが分かった。そういう社会的背景を考

えつつ、タイの発展を理解しなければならないのである。 

日本ではどこにでも当たり前のように飲める水がタイではとても貴重なものなのである。 

タイの飲食店では、基本的に水がどの店でも有料だという。日本で当たり前のように無料で

飲める水もタイでは有料であるというのは、とても驚くことだ。そういう社会に住む多くの

タイ人は水を大切にして使っており、私は日本で生活をしていて水の大切さありがたみを

忘れていたことを反省させられた。私はこのスタディーツアーを通して改めて水の大切さ

を学ぶことができたと思う。私はこれからの生活で水一滴でも無駄にしないように生活し

ていこうと、あらためて感じた。 

 

４．王国としてのタイ 

 最後にタイ王国における精神的支柱ともいうべき国王について、日比谷佳音が担当して

触れておきたい。 

タイを訪れた際に、街の至る所に故プミポン国王の写真が掲げられているの見た。ほかに

も、故プミポン国王が崩御されて、ほぼ 1年も経つにもかかわらず、タイの人々が黒服を着

ているのを多く見かけた。そこで、なぜこんなにも国王が国民に敬愛されているのかと疑問

に思い、調べてみると、いくつか理由が挙げられていた。たとえば、1992 年、暗黒の 5 月

事件といわれる政変があった。タイ王国軍を背景にするスチンダー首相と、民主化運動グル

ープの民間人指導者チャムロンが騒乱を起こした際、国王は二人を正座させ「いい加減にせ

よ」と𠮟𠮟りつけ鎮静化させたといわれて

いる。これを受け、スチンダー内閣は解散

し、2014 年まで民主主義体制となり、タ

イは 1997 年のアジア通貨危機などの困

難を乗り越え、自律的、持続可能な経済成

長を目指す「足るを知る経済」の概念を提

唱する国となった。2003 年、カンボジア

との間の小競り合いでタイ国民がカンボ

ジア大使館に押し寄せたことに対して、

国王は「悪党の言葉に惑わされてはなら

ぬ」と発言した。そういう国家の重大な局

面で印象的な発言をする国王に対して、

2006 年、ラーマ 9 世の即位 60 周年記念

では一般市民が国王の誕生色の黄色の T
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シャツを着て街を埋め尽くし、敬愛の念を表したのである。そういった背景の中でも一番象

徴的な活動が、「王室プロジェクト」であろう。この取り組みは、農業をはじめとする地方

経済の活性化プログラムを国王自ら指導し、土地改革運動のために王室の所有地を提供し

たり、農村開発や人口雨などのプロジェクトを推進したりする取り組みであった。故プミポ

ン国王がタイ北部を旅行した際に、山岳地帯に住む人々が違法なアヘン製造につながる“ケ

シ栽培“で生計を立てている様子を見て、国民が農業によって自立したより良い暮らしが出

来るようにと 1969 年に援助を開始した事でこのプロジェクトは始まった、プロジェクトは

様々な分野に分かれていて、水資源及び灌漑開発事業においては、多くの農業地帯が農業用

水や生活用水の不足に直面する一方、ある地域では、作物が洪水被害を受けていることに国

王は注目し、そのような状況に苦しむ国民のために、水資源の確保や灌漑の整備を実施した

のである。土壌改良と開発に関しては、国王はやせ細った土地を肥沃な土壌に改良し、 協

同組合を組織して、これらの土地を農民に分配させた。また、草を植えて表土の浸食を防い

だ。医療及び衛生に関しては、国王派遣による巡回医師などの医療プロジ ェクト、国王立

案による特別医療プロジェクト、国王派遣による巡回歯科診療機関が設立された。また、有

機野菜の栽培や、バックなどの民芸品など少数民族文化の保護と経済的自立を目指した計

画も推進された。このようなプロジェクトは 3000 以上もあると言われている。 

これらの活動は、現在急激に発展しているタイ社会の精神的支柱ともなり、経済成長の促

進へとつながっていることが良く分かった。それが、タイ国民にとって大変喜ばしいことで

もあり、国民がこれだけ故プミポン国王を敬愛している理由なのであろう。このような背景

があるからこそ、亡くなった今も国民に愛され、私が実際訪れた際も、タイの人々が黒服を

着ていたり、街の至る所の故プミポン国王の写真が掲げられていたりと、外国人である私た

ちにも国民がいかに国王を敬愛していたかということが感じ取れた。 

 

５．この節のまとめ 

 これは、「文化・世界遺産グループ」のメンバーが個々に感じたことと、それらを日本に

帰ってからさらに調べた結果を取りまとめたものである。メンバーの一員である古川敬大

朗は小学生の頃、家族旅行でタイを訪れたことがあり、その時もタイ王国ではプミポン国王

が大変敬愛されていたのだと思う。しかし、小学生の私には、タイ王国という国は貧乏で臭

くて汚い国だと思っていたという記憶しかない。それから 9 年後のタイ王国を再訪してみ

ると、この国は驚くほど変貌していた。小学生の頃に感じた「貧乏・臭い・汚い」という言

葉は現在のタイ王国ではほとんど感じられなかった。その代わりに、タイの中に存在する格

差社会の実像に触れて、一方ではこれからも急速な成長を遂げるであろうタイと、その中で

貧困にあえぐ国民の存在をどのように調和させつつ、新たな近代化に向かうのか、興味の尽

きないスタディーツアーとなった。 
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タイ・スタディーツアー報告会（2017.11.29, クラインホール） 
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タイ・スタディーツアー, 2017 参加者 （学年は参加時） 

 国際文化学部国際協力学科 

イシザキ・ティファニー・ミチエ （3 年） 

西  村  天 智  （2年） 

古 川 敬 太 朗  （2年） 

楊   思 怡 （2年） 

相  羽  莉  奈 （1年） 

安  藤  良  馬  （1年） 

石 川 愛 美 梨  （1年） 

岩  月  駿  壱  （1年） 

落 合   舞 （1年） 

記  野  実  音  （1年） 

楠 山 奈 々 美  （1年） 

藏 立 あ ゆ 美  （1年） 

新  野  太  一  （1年） 

瀬  古  拓  也  （1年） 

武 田 ひ な の  （1年） 

日 比 遥 香 （1年） 

日 比 谷 佳 音  （1年） 

福  手  夏  輝  （1年） 

松 瀬 力 翔 （1年）  

山 口 一 貴 （1年） 

結 城 諒 大 （1年） 
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