2011年度活動概要

第２部

● 体験学習プログラム ～国際社会や地域の課題に目を向け、視野を広げる～
ボランティア・NPO 活動センターは、治安や衛生環境が安全と判断される海外において、学生が
その地域の抱える問題に触れるとともに、地域貢献、福祉、環境関連の現地 NPO・NGO との交流を
通して、ボランティアなどの体験学習を行いながら異文化間における相互理解と共生を学ぶ『海外体
験学習プログラム』を実施しています。
今年度は、NPO・NGO 団体が実施する海外のスタディーツアーの中から学生にとって学びの多い
プログラムを採択し、夏季と春季の休暇期間に合わせて６コース実施しました。各季の全コースが終
了した後に実施する参加学生によるふりかえりを兼ねた報告会までを一連のプログラムとしており、
その報告会を通じて本プログラムで得た経験を共有し、
各自がさらに学びを深める機会となっています。
今年度は実施に至りませんでしたが、
『海外体験学習プログラム』においては本学の専任教員がコー
ディネーターとなって企画・引率するプログラムを公募し実施する学内企画を、また、日本国内での
ボランティア体験を通じて地域のさまざまな課題にも目を向け、視野を広げる『国内体験学習プログ
ラム』の実施についても、来年度は取り組んでいきたいと考えています。
プログラム企画団体

実施期間

夏 季
春 季

中華人民共和国

2011年８月20日（土）
～８月26日（金）
７日間

NPO 法人 JIPPO

タイ王国

2011年８月22日（月）
～８月30日（火）
15日間

財団法人 日本アジア交流財団

ベトナム社会主義共和国・ 2011年８月31日（水）
～９月11日（日）
カンボジア王国
12日間

フェアトレード「ツナミクラフト」

タイ王国

2012年２月15日（金）～２月25日（土）
９日間

NPO 法人 アクセス（ACCE）
―共生社会をめざす地球市民の会―

フィリピン共和国

2012年２月23日（木）
～３月５日（月）
12日間

ネパール連邦民主共和国

2012年３月６日（土）
～３月13日（日）
８日間

社団法人 アジア協会アジア友の会
（JAFS）
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行 先

認定 NPO 法人 緑の地球ネット
ワーク（GEN）

体験学習プログラム

○海外体験学習プログラム／中華人民共和国【夏季】
■参加学生
西浦 亨昌（社会学部地域福祉学科 ２年次生）

藤井 麻由（法学部法律学科 １年次生）

■企画団体、テーマ
認定 NPO 法人 緑の地球ネットワーク（GEN）
「私からはじめる緑の再生」
■行 程
日

程

８月20日（土）

所

時 間

関西国際空港
北京

場

08：00
10：00
12：30
19：30

集合、搭乗手続き
空路、北京へ
到着後、バスで大同へ
大同到着、ホテルにて前中先生の講義

大同

活 動 内 容

ホテル泊

８月21日（日）

大同

08：30
14：30
18：00

大同の小学校の付属果樹園で活動（アンズの苗木植え）
万里の長城・街の市場見学
ホテル帰着
ホテル泊

８月22日（月）

大同

08：45
13：00
16：30
18：30

大同の農村で活動（油松の補植）
村人のガイドさんと農家見学
華厳寺見学
ホテル帰着

８月23日（火）

大同

08：30
午後
20：00

大同の緑化拠点「カササギの森」でオオギ採取
トラックに乗り奥地へ。植物採取
夕食後、街を見学
ホテル泊

８月24日（水）

大同

11：00
14：00
17：00

天候待ち後、昨日採取した植物を畑に植える
大同の緑化拠点「緑の地球環境センター」で見学兼作業
市場見学
ホテル帰着後、先生の講義
ホテル泊

８月25日（木）

大同
北京

09：00
17：00
18：30
21：00

雲崗の石窟、大同博物館 見学
プログラム全体の振り返り
大同市総工会主催の歓送夕食会
夜行列車で北京へ

８月26日（金）

北京

早朝
16：30
20：10

北京到着後、北京市内観光
空路、関西国際空港へ
到着後、解散

関西国際空港

西浦

亨昌

（社会学部地域福祉学科

ホテル泊

車中泊

した、年齢や職業や今回の参加目的などが異な
２年次生）

僕は８月20日から26日までボランティア・

る様々な方たちと１週間生活、行動をする中で、
自分とは大きく違った、幅広い価値観を知るこ

NPO 活動センターが実施する海外体験学習プ
ログラムの中国、黄土高原スタディツアーに参
加しました。このツアーは緑の地球ネットワー
ク（GEN）が企画し、中国の山西省大同市の
高原で植樹を行うものです。現地で植樹活動を
行うとともに、食事を共に食べたりすることで、
言葉は通じないにせよ自然に現地の方たちと交
流することが出来ました。農村地方だけを見る
のではなく、今メディアでも盛んに言われてい
る中国の通信、輸送、交通、建設といった経済
の発展を見ることも出来ました。日本から参加
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とができました。このツアーは自分にとって物

次にツアーに参加して本当によかったと思え

事の見方を変えられる良い機会だったと思いま

ることは、普段関わることのない植物の専門家

す。

の方たちや、様々な年齢、職業の参加者の方た
ちに出会えて、色んな話が聞けたことである。

藤井

麻由

（法学部法律学科

今回のツアーがきっかけで、中国の歴史はもち
１年次生）

このスタディツアーに参加して最も強く感じ
たことは、日本は本当に恵まれているというこ
とである。私たちが行った中国山西省大同市で、
水の大切さを学んだ。大同は乾燥地で、雨はめっ
たに降らず、降るときは一気に降るので水土流
失でどんどん土地が浸食されている。農村部で
は少ない水を何度も再利用して生活をしてい
た。今までどれほど自分が水の無駄遣いをして
いたかを気付かされた。本当に厳しい生活だと
思っていたが、一方で村の人たちはとても陽気
で、毎日を前向きに生きていて、私たちに最高
のおもてなしをしてくれた。
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ろん、言語も学び、またツアーに参加する日の
ために努力していきたいと思った。

体験学習プログラム

○海外体験学習プログラム／タイ王国【夏季】
■参加学生
木橋 未奈子（文学部史学科国史学専攻 ３年次生）

内藤

唯（文学部史学科仏教史学専攻 ３年次生）

間中 茉衣（文学部哲学科哲学専攻 １年次生）

高瀬 一希（経済学部国際経済学科 ２年次生）

安井 達哉（経済学部国際経済学科 ２年次生）

大森

梓（国際文化学部国際文化学科 １年次生）

■企画団体、テーマ
特定非営利活動法人 JIPPO（十方）
「体感！多文化共生の生活－タイ北部の国境地帯を訪ねて－」
■行 程
日

程

場

所

時 間

８月22日（月）

関西国際空港

22：00

集合、搭乗手続き

８月23日（火）

チェンライ

00：15
09：50

空路、バンコク経由チェンライへ
チェンライ到着後、山岳民族博物館、ワット プラシン、ワッ
ト プラケオ見学
ホテル帰着、ナイトバザールへ
ホテル泊

８月24日（水）

チェンライ

16：00
08：40
11：30
16：10
19：15
８月25日（木）

メーサイ

09：00
12：30
15：00

８月26日（金）

８月27日（土）

メーサイ
チェンセーン
ゴールデントラ
イアングル

09：00
12：30

パサーガーム

15：30
19：00

パサーガーム

10：00
12：00
16：20

８月28日（日）

ドイトゥン
チェンライ

８月29日（月）

ドイメーサロン
チェンライ

８月30日（火）

木橋

09：00
14：30

活 動 内 容

専用車でチェンコン（ラオス国境）へ
チェンコン着後、出国手続き、ボートで国境を越え
乗合ピックアップ（ソンテオ）で移動、市内視察
専用車でチェンコンからメーサイへ移動
メーサイのホテル帰着
ホテル泊
メーサイ川を渡りミャンマー国境へ
タイからミャンマーへ出入国、ミャンマー タキレク散策
山岳民族（首長族、アカ族）の村へ、
出入国手続き、メーサイへ戻る
ホテル泊
専用車でチェンセーンへ、チェンセーン遺跡（国立博物館、
ワットチェディルアン）見学
ゴールデントライアングル散策、アヘン博物館見学
遊覧船クルージング、ラオス ドンサオ見学
専用車でパサーガーム（メーサイ近郊の農村）へ
パサーガーム ホテル帰着
ホテル泊
地震の被害現場、洪水の様子を視察、ミャンマーとの国境の
渡し場へ
パサーガームでの農村体験（ハレの日の食事体験）
ホテル帰着
ホテル泊

17：30

ドイトゥン離宮とドイトゥン寺院を見学
山岳少数民族支援 NGO「暁の家」中野穂積代表のお話を聞く、
寄宿生達の歓迎会、施設見学
チェンライへ移動
ホテル泊

バンコク

10：30
14：00
16：00
20：25

ドイメーサロン（中国国民党の街）訪問、散策
アカ族の村、ヤオ族の村見学
チェンライへ移動
空路、バンコク経由関西国際空港へ

関西国際空港

07：00

到着後、解散

未奈子

（文学部史学科国史学専攻

タイ、ミャンマー、ラオスの３つの国の子ど
３年次生）

も達を見てそれぞれ違うように見えた。ミャン

私は東南アジアの発展途上、貧困、そしてそ

マーの偽坊主は本当に貧困を感じた。ラオスの

こに住む人々、特に子ども達を自分の目で見た

物乞いには笑顔があった。タイの山岳民族は商

いと思い、スタディツアーに参加した。

売化していて必死だった。私は今まで貧しいこ

67

2011年度活動概要

第２部

と、東南アジアの子をかわいそうだと思ってい
た。しかしその考えがかわった。貧しくても、
ラオスの子ども達はすごくいい笑顔で笑ってい
た。３カ国とも平日でも家族と一緒に商売をし
ていた。常に家族が一緒なイメージがついた。
日本では有り得ないことだと思う。そんな子ど
も達を自分の目で見て、私は東南アジアに対す
るイメージがかわった。発展途上だから幸せ
じゃないわけではない。日本の生活水準で東南
アジアの暮らしを見て発展途上と位置づけてい
るだけだと気付いた。しかしその国にいる人は
それが日常でそういった人種なのであり、それ
が発展途上だからかわいそうなのではなく、そ

間中

茉衣

（文学部哲学科哲学専攻

１年次生）

の国での幸せなのだと気付いた。幸せは自分基

私は今回のプログラムを通して、文化によっ

準ではかるものではなく様々な形があると学ん

て価値判断が変化したのではなく事実判断が変

だ。参加して良かったです。

化しているのだということに気付かされた。タ
イと日本のトイレを比較して話を展開してみた
い。
まず、タイのトイレについて簡単に説明する
と、タイのトイレは紙を使わずに手を使って水
で洗うのである。日本人もタイ人も清潔であり
たいという価値判断は同一であり、水で洗うこ
とが清潔であるのか紙で拭くことが清潔である
のかという事実判断が変化しているのだ。私た
ちが、価値観が変化していると思っていること
は価値判断以外の他の要因の変化なのであり、
価値判断は本質的には変わらない。だから、異

内藤

唯

（文学部史学科仏教史学専攻

文化同士が共生していくためには何が同一であ
３年次生）

スタディツアーの一環で、山岳少数民族支援

ればその変化に耐えられるのかということが重
要になってくるであろう。

NGO 団体「暁の家」を訪問し、代表の中野穂
積さんのお話を伺った。山岳少数民族は伝統的
に行ってきた焼畑やケシ栽培が禁止されて以
降、それにかわる作物としてコーヒー等を栽培
して生計を立てている。しかし生活は厳しく、
出稼ぎに出る人々も多い。子ども達は、親元を
離れ寮生活している子や、学校自体に行けない
子も多い。「暁の家」は山岳少数民族の中高生
を対象とした職業訓練をうながすことができる
生徒寮である。経済状況や家庭環境の厳しい生
徒を中心に受け入れ、奨学金制度や、山の保育
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高瀬

一希

（経済学部国際経済学科

２年次生）

園・小学校支援等も行っている。中野さんのお

今回スタディツアーで訪れたタイ王国の北部

話や子ども達、少数民族の村を訪問したことで、

は、メコン川を中心とした河川の恵みによって、

本当の豊かさとは何か、タイでのゆったりとし

農業が発達している地域である。タイでは二期

た時間、人と人とのつながりの大切さ等を感じ

作、三期作をしており雨季の影響で洪水が多く

ることができたと思う。

発生し、水田がたびたび飲み込まれている。そ

体験学習プログラム

のような状況の中、農村の人々は洪水によって

いう概念が想像しづらいが、タイ・ラオス・ミャ

得られる恵みを生かして農業を営んでいる。水

ンマーの国境地帯の雰囲気を実際に見てみる

田の役割というものは、住宅街への洪水の被害

と、確かに国境を境に雰囲気が大きく変わる点

を防ぐという利用の仕方をしているようであ

があるものの、付近に暮らす住人は隣町との間

る。

にたまたま国境があると言う感覚ではないのか

また、以前タイ北部ではケシの栽培が非常に

と感じた。そのため、付近に暮らす住人は商業

盛んであったが、現在はタイ王室のプロジェク

目的、生活目的など様々な目的で日常的に国境

トによって、コーヒー栽培へと移行している。

行き来しているように感じた。

特にタイの山岳少数民族で多く受け入れられて
いる。
今回のツアーで感じたことは、タイの農村部
の人々は自然を受け入れているということだ。
災害などは仕方の無いものだという考え方をし
ており、そんな中で農業を営み続けることに力
強さを感じた。ツアーに参加することで、多く
の貴重な経験ができたと思う。

大森

梓

（国際文化学部国際文化学科

１年次生）

タイにきてまず感じたのは、人々がとても親
切であることだった。一般的にタイは発展途上
国と呼ばれているが、予想していたよりも「貧
しい」というのが感じられず、「本当の豊かさ」
とは何なのかと考えさせられた。日本と違って、
時間がゆっくり流れているように感じ、タイの
安井

達哉

（経済学部国際経済学科

人々との交流はとても楽しく、タイでは毎日が
２年次生）

充実しているように感じた。日本では人と人と

今回のスタディツアーではタイ・ラオスとの

のつながりが薄いように感じるが、それが人に

国境地帯、タイ・ミャンマーとの国境地帯、タ

孤独感を感じさせ、よく言われる日本の幸福度

イ・ラオス・ミャンマーとの国境地帯であるゴー

の低さや、自殺者の多さに通じているものだと

ルデントライアングル（世界最大の麻薬密造地

思った。また、タイの人々のおおらかな性格も

帯であった）や、タイとミャンマーの国境の渡

建築物や米の栽培、洪水の対応にも出ていた。

し場で日常的に国境を行き来しているという話

タイと日本の違いは四季などといった環境の違

を聞き、考え方をまとめた。

いから出てくるのかもしれないと思った。

日本は周囲を海に囲まれているため、国境と
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○海外体験学習プログラム／カンボジア王国・ベトナム社会主義共和国【夏季】
■参加学生
井上 雄介（法学部政治学科 ３年次生）

菊川 夏子（文学部日本語日本文学科 ２年次生）

河合 里奈（国際文化学部国際文化学科 ３年次生）

松村 有夏（経営学部経営学科 ４年次生）

村上 真奈（社会学部臨床福祉学科 ４年次生）

辻

東

愛美（法学部政治学科 ２年次生）

麻未（国際文化学部国際文化学科 ３年次生）

■企画団体、テーマ
財団法人 日本アジア交流財団「自分と、未来を変える旅～ベトナム・カンボジアが私たちにくれるもの～」
■行 程
日

程

所

時 間

関西国際空港
ホーチミン

08：30
10：30
14：00

集合、搭乗手続き
空路、ホーチミンへ
到着後、ホテルチェックイン、オリエンテーション

９月１日（木）

ホーチミン

08：30

ミトー（メコン川）クルーズ

９月２日（金）

ホーチミン

戦争証跡博物館見学
ツーズー病院訪問（ドクさんとの意見交換）

９月３日（土）

ホーチミン

ホーチミン市内見学

９月４日（日）

ホーチミン

クチ地下トンネル
カオダイ教寺院見学
専用車で国境の町モクバイへ
国境を徒歩で越え、プノンペンへ

８月31日（水）

場

プノンペン

午後

９月５日（月）

プノンペン

９月６日（火）

プノンペン
シェムリアップ

９月７日（水）

シェムリアップ

バイヨンインフォメーションセンター
フレンズ（アンコール小児病棟）
アンコール大学訪問（ディスカッション）
アキラ地雷博物館

９月８日（木）

シェムリアップ

アロンベン村小学校訪問（アンコール大学生と）
交流会・カレー作り・ピクニック
ポルポト派兵士の話

９月９日（金）

シェムリアップ

アンコール遺跡見学（希望者は朝日観賞）
アンコールトムタ・プローム
アンコールワット・プノンバケンからの夕日観賞

９月10日（土）

シェムリアップ

クオルサー・トマイ孤児院
トンレサップ湖水上生活者視察
空路にてハノイへ

ツールスレン、キリングフィールド見学
プノンペンスラム視察
午前
午後
夕食後

ハノイ
９月11日（日）
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活 動 内 容

ホーチミン
関西国際空港

00：00
07：20

シェムリアップへ
ごみ山視察
民族舞踊体験

空路、関西国際空港へ
到着後、解散

体験学習プログラム

井上

雄介

（法学部政治学科

多々あった。しかし、異なった意見を持ってい
３年次生）

てもお互いに認め合い、それを自分の考えに取

ベトナム、カンボジアとまわるうえで、私は

り入れ、自分達の視野も広げる事が出来た。こ

どこかで日本は優れているといった目線でツ

れからも、人との繋がりを大切にしていきたい。

アーに参加していたのかもしれないが、実際現
地を見てみるとその個々の国の良さがたくさん
あった。海外へ行くというと、観光というもの
がメインになってしまうのかもしれないが、そ
の国の歴史、出来事を知ることにより、より良
い旅ができるのだと思う。東南アジアと言われ
るとあまり治安が良くない、などと思われがち
であるが、それは日本に住んでいるからであっ
て、海外へ行くということは自分の身は自分で
守らないといけない。日本は少し過保護すぎる
ところがある。私は今後、この JAEF、海外体
験学習プログラムの経験を色々な場面で活かし
ていき、また再びベトナムやカンボジアを訪れ

菊川

夏子

（文学部日本語日本文学科

２年次生）

このツアー中、本当にたくさんの人にとても

たいと思う。

親切にしていただいた。ホーチミン市では道の
端に簡単な椅子を置いて、まったりしている人
が多かった。近くで休憩していると椅子をすす
めてくれるという事がよくあった。道を渡りた
い時は、信号や横断歩道はないので、車や他の
歩行者との空気を読んで渡らなければいけな
い。大きな道路を渡ろうとしてなかなか渡れな
いでいる時、小さな子供を二人連れたお母さん
が一緒に渡ってくれたこともあった。ベトナム
の、特に商売人はしたたかな面があるので、そ
れがきつく映ることもあるかもしれない。私も
河合

里奈

（国際文化学部国際文化学科

一度、道端で水を売っているおばあさんとお釣
３年次生）

りを巡って掴みあいのケンカになりかけた。そ

このプログラムを通し、人と出会いや繋がり

の時は近くに座っていたお兄さんが仲裁してく

の大切さを改めて感じた。ツーズー病院でのド

れた。確認すると結局私の勘違いで、水代はお

クさんと会談、孤児病院、ごみ山視察、スラム

兄さんが払ってくれていた。お兄さんもおばあ

街、孤児院、小学校での子供達との交流など貴

さんも決してお金を受取ろうとしなかった。ベ

重な体験をする事が出来た。ごみ山の強烈な臭
いと共に生活する子供達、スラム街で配ったパ
ンを取り合っている様子、孤児病院で多くの子
供が診察を待っている様子、観光客に集まって
物乞いをする子供達は衝撃だった。実際に、貧
困や戦争の傷跡を、自分の目で確認する事が必
要だと思った。また、それらをグループワーク
等で、プログラムの参加者と共有し、語り合え
た事でお互い成長し合えたと思う。それぞれ学
部も異なるため、同じ物を見ても自分とはまっ
たく異なった観点から見ていて驚かされる事が
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トナムの人の尊厳と優しさが身にしみた体験

人の暮らし

だった。

方や生き方
に目線を合

松村

有夏

（経営学部経営学科

わせること
４年次生）

で、本当の

ベトナム・カンボジアの２ヶ国を横断し、ア

支援になる

ジア大陸の大自然の中で自分を見つめ直し、国

ことを学び

境線を隔てて異なる文化が共存するアジアを肌

ました。他

で感じた。このスタディーツアーでは、教育・

にも多くの

文化・医療・環境・平和・その他総合分野の６

現実を見た

つの切り口からの幅広い学びの機会が与えら

ことは、自

れ、それだけではなく、全国から集まった同年

分の小ささ

代の友人たちとともに同じ経験をすることで、

を感じまし

より新鮮な感動を共有した。また、ツアー中に

たが、相手の立場に立ち、焦点を合わせること

は現地の子どもたちと食事をしたり遊んだり、

を心がけることで、力になれると感じています。

触れ合う機会が多くあり、彼らの屈託の無い笑

スタディツアーで出逢ったことに責任を持ち、

顔から「幸せとは、一体なんなのか」というこ

人生を歩んでいきたいと思いました。

とを真っ向から考えさせられ、日本では紙の上
やテレビでしか知ることがない問題を、現地に
行き、少しでも実態を目にすることで、多くの
「気づき」を得られることができた。

辻

愛美

（法学部政治学科

２年次生）

「人生を変える旅がしたい！」という思いで
応募したベトナム・カンボジアへのスタディツ
アー。私にとって初めての海外、海の向こうは
日本の常識が覆される世界でした。枯葉剤の影
響で手足がない人や脳に障害がある子供、強烈
な悪臭のゴミ山に住む人々、スラム街で暮らす
家族、地雷の残る街や医療の行き届いていない
田舎、物乞いをする大人たち…現代の日本には
ないことがベトナム・カンボジアでは今でも見
られるのです。それを目の当たりにし、特にカ
ンボジアでのショックは大きく心苦しくもなり
ました。しかし次第に「なんとかしてこの国を

村上

もっと良くしたい」と思うようになりました。

真奈

（社会学部臨床福祉学科

４年次生）

私はスタディツアーで自らの経験から「物資
支援」に注目していました。特に印象に残って
いることは、スラム街でパンを配ったことです。
想像よりもスラム街は貧困ではなく、パンを受
け取る子どもたちはあっさりとしているように
感じ、意外に思いました。またスラム街にパン
を持って行ったことは、その場限りの支援で自
己満足ではないか、でもただ街に行くだけでは
失礼になるのではないかとチームで議論となり
ました。現地で活躍する日本人の方に「自分た
ちの必要であるものが、現地の人が必要として
いるとは限らない」というお話を聞き、現地の
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それは現地で出会った人達のおかげです。現地
の学生やスラム街の人々、孤児院の子供達と時

体験学習プログラム

間を共有することで心に国境など無いというこ

るものであった。このツアーに参加して、当た

と、国民性の違いはあっても笑顔という人間的

り前のことを当たり前と思わなくなって、今ま

手段で分かり合うことが出来るということを、

で気づかなかったことに気付くようになったこ

このツアーで出会った人たちは教えてくれまし

とが、自分の一番の変化である。これからは、

た。私にとってこのツアーは間違いなく人生を

経験したことで考えたこと、考えが変わって気

変えるものになったと確信を持って言えます。

付いたことをまとめていき、卒業研究につなげ
ていこうと思う。

東

麻未

（国際文化学部国際文化学科

３年次生）

筆者は卒業研究として貧困について調べよう
と思っていたので、このスタディツアーに参加
することに決めた。参加をする以前に、文献で
ベトナム・カンボジアについて勉強をしていた
が、日本で文献で調べるより多くのことをこの
ツアーに参加することで、自分自身で知ること
が出来た。ツアーでしか経験出来ないことを経
験し、仲間通しで何時間も思ったことを話し
合った。それは、自分にとってとても刺激のあ
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○海外体験学習プログラム／タイ王国【春季】
■参加学生
佐藤 里奈（文学部史学科国史学専攻 １年次生）

瀬川 千尋（社会学部コミュニティ・マネジメント

藤井 美沙子（国際文化学部国際文化学科 １年次生） 学科 １年次生）
峰松 優丞（文学部国日本語に本文学科 １年次生）

福田 直也（経済学部現代経済学科 ２年次生）

■企画団体、テーマ
フェアトレード「ツナミクラフト」
スマトラ島沖地震大津波から７年。津波被災地の今を訪ねる。津波復興タイ感ツアー
■行 程
日

程

場

所

時 間

２月16日（木）

関西国際空港

22：00

集合、搭乗手続き

２月17日（金）

プーケット

9：10
10：00

空路、バンコク経由プーケットへ
プーケット到着後、カオラックへ
ホテル帰着後、カオラック観光
ホテル泊

２月18日（土）

プーケット

8：30
午 後

バンムアン津波避難所跡＆さをりトレーニングセンター
孤児施設訪問 バーンターンナムチャイ（子どもたちと交流）
ホテル泊

２月19日（日）

プーケット

午前
14：00
16：00

活 動 内 容

ナムケム村散策 津波メモリアルパーク、漁港など
バンムアン津波避難所跡
津波孤児施設バーンサンファン訪問
復興住宅街訪問
クラブリー町到着
Andaman Discoveries のオフィスにてレクチャー
ホテル泊

２月20日（月）

スリン島

7：00
午後

朝食後クラブリー港から高速艇でスリン島へ移動
スリン島観光
ホテル泊

２月21日（火）

スリン島

午前

モーケン村訪問
高速艇でスリン島からクラブリー港へ移動
もうひとつのモーケン村訪問
ホテル泊

午後
２月22日（水）

クラブリー

午前
午後

Andaman Discoveries のオフィスにてふりかえり
震災後につくられた津波避難所を訪問
カオラックへ移動
ホテル泊

２月23日（木）

カオラック

終日

２月24日（金）

プーケット

午前
17：00
20：40

自由時間、チェックアウト
プーケットへ移動
空路、バンコク経由関西国際空港へ

２月25日（土）

関西国際空港

6：25

到着後、解散

佐藤

自由時間
さをりトレーニングセンター

里奈

（文学部史学科国史学専攻

が、震災の時に「実際に現場（被災した地域）
１年次生）

今回、タイ南部のツアーへ参加した理由は、
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へ行き、たくさんの情報を得て、その中から正
しい情報を伝える」ことの大切さを感じ、７年

昨年起こった東日本大震災を経験したことが

前の大津波で被害が大きかったタイ南部を実際

きっかけである。私は、津波こそ受けなかった

この目でみて、津波がどれくらいの被害を出し

体験学習プログラム

たのかを正しく伝えたいと思った。タイでとて

イの人々は本当に優しく、その笑顔がいつも私

も印象に残った出来事は、避難所跡の中にある

の気持ちを和ませてくれた。

寺院でお坊さんの話しを聞いたことである。お

私のボランティアの概念が行く前と行った後で

坊さんはタイ仏教の視点からの津波の原因やお

は、少し変化した。それは現地で活動している

坊さん式の心スタディーツアー合同説明会等で

人のボランティアに対する思いを聞いたから

協働のケアの方法を聞いた。お坊さんの話しの

だ。

中には、納得できないものもあったが、仏教を

タイで多くのことを経験し、学び、そして自分

はじめとする宗教が心のケアの方法の一つとし

自身の考え方も少し変わった。継続的にタイを

て、震災で混乱している人々の心を平穏にする

訪れ、もっと深く学びたいと強く感じた。

のに役立っていることが分かった。
藤井

美沙子

（国際文化学部国際文化学科

１年次生）

東日本大震災が起きて、近隣の県が大変なこ
とになっているのにこのまま何もしないで生き
ていていいのか、けれど自分も少なからず被災
者であることに甘えている自分に自己嫌悪を感
じている中で、私には何ができるのか。その答
えを探しにタイ王国スマトラ沖地震復興タイ感
ツアーに参加した。元避難所で高位僧の方と出
会い、答えが見つかった。誰かに「いいこと」
をすることだ。「いいこと」に答えはない。逆
瀬川

千尋

（社会学部コミュニティ・マネジメント学科
１年次生）
私はタイでのスマトラ島地震の津波の被災状

を言えば、自分が思う「いいこと」であればそ
れは無限大に広がっていく。難しく考えるので
はなく自分のできることをすればいいのだと、
心が軽くなった。タイの人々は会う人皆笑顔で、

況を自分の目で確かめた。現地で町まで流され

津波に遭った日でも笑みを絶やさなかった。そ

てきた船などさまざまな津波の爪痕を目にし

れが完全復興の原動力になった。私がこのツ

た。同じ津波の被害を受けた国どうしでどうし

アーで吸収した力を、少しずつ東北に広めてい

ても比べてしまうところがあった。震災直後の

きたい。

復興の状況を比べると、日本よりもタイのほう
がはるかに進んでいるなというのが素直に感じ
たことだ。
また、震災後に復興に向けて活動をしている多
くの人たちに出会った。出会った人それぞれが
被災者のために、さまざまな形で復興に向けて
支援をしていた。「微笑みの国」と言われるタ
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福田

優丞

（文学部国日本語に本文学科

１年次生）

２年次生）

「タイってどんな国だと思いますか？」初め

同じアジア同士だが、人種や言語も違えば文

私はこう聞かれてすぐには答えることができま

化も違う。気候や環境だって全く違う。今まで

せんでした。でも今は自信を持って答えること

日本から出たことがない私にとって、タイでの

ができます、「タイは災害にも負けない強い国

生活はすべてが新鮮で驚きの連続だった。私が

だぞ」と。

一番印象に残っているのがタイの人々の民族性

今回のプログラムは７年前に起きたスマトラ

だ。現地のガイドさんや商店街やレストランの

島沖地震の被災地を訪ねて、どのように復興し

店員さんや孤児院の子供たちなど、出会った

ているかを体感するというものでした。率直に

人々皆が本当にユーモラスで温かかった。会話

言うと、タイの復興はかなり進んでいました。

を交わしている内にすぐ仲良くなり、知らぬ間

タイには高い建物があまりなく、多くの建物が

に友達になってしまう。タイの人々は本当に明

津波にのまれてしまいましたが、今はもうほと

るくて陽気だった。タイ人はとにかく

んど元通りになっています。

主義だそうだ。スマトラ島沖地震大津波も、一

タイの人たちはみんな気さくで明るいです。
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直也

（経済学部現代経済学科

楽

観

時は悲しみに陥ったが、持ち前の明るさで心の

彼らはこのような大災害に遭っても悲観的にな

回復も復興も迅速に進んだそうだ。このスタ

らず、前向きに復興に取り組んできました。そ

ディーツアーを通して、タイの多くの異文化に

のような姿勢がここまでの復興につながったの

触れ、多くの人に出会い、多くの大自然に触れ、

ではないかと思います。タイはどんな自然災害

日本では絶対に体験できない貴重な経験をする

に遭っても笑っていられる強い心を持った国だ

ことが出来た。私はこのスタディーツアーに参

と私は今そのように答えることができます。

加できたことを本当に誇りに思う。

体験学習プログラム

○海外体験学習プログラム／フィリピン共和国【春季】
■参加学生
三谷 真満（経済学部 国際経済学科 ２年生次）

牛丸 靖子（社会学部社会学科 ２年次生）

庄野 龍眞（文学部哲学科哲学専攻 ２年生次）
馬場 眞貴子（国際文化学部国際文化学科 ２年次生） 菱本 柚香（国際文化学部国際文化学科 ２年次生）
武林 遼太（国際文化学部国際文化学科 １年次生）
■企画団体、テーマ
特定非営利活動法人アクセス−
共生社会をめざす地球市民の会 貧困の中で生きる人々と出会い、向き合う旅
■行 程
日

程

場

所

時 間

活 動 内 容

２月23日（木）

関西国際空港
マニラ

8：00
13：25
15：20

関西空港集合、空路、マニラへ
マニラ到着
宿泊地周辺散策

２月24日（金）

マニラ

11：00
13：45
19：00

キアポ市場到着
スモーキーマウンテン到着
交流会

２月25日（土）

マニラ

10：00
11：00
13：15

家庭訪問
ヘルスワーカーからのレクチャー
宿舎到着

２月26日（日）

ペレーズ

5：00
12：40
15：30

ペレーズへ移動
ペレーズ到着
街中で物価調査

２月27日（月）

ペレーズ

9：15
13：10
20：00

海水浴
家庭訪問
交流会

２月28日（火）

ペレーズ

9：15
11：45
14：45
15：45
17：30
19：00

マパヤ製品作りワークショップ
アエタ族の人々と交流
ヘルスワーカーにインタビュー
旧日本軍滑走路に到着
交流会
ホームステイ先へ移動

２月29日（水）

ペレーズ

8：00
10：30
18：30

家庭訪問
ディスカッション
さよならパーティ

３月１日（木）

ペレーズ
マニラ

9：20
17：45

マニラに出発
宿舎到着

３月２日（金）

マニラ
パンパンガ

8：40
14：00
15：30
19：30

パンパンガへ出発
交流会
家庭訪問
ホームステイ先へ移動

３月３日（土）

パンパンガ

10：10
13：20
17：20

死の行進記念館碑を見学
マニラ・ロラズの皆さんのお話
宿舎到着

３月４日（日）

パンパンガ

10：00
13：20
19：00

サンチャゴ要塞見学
米軍墓地見学
ツアー全体のふりかえり

３月５日（月）

マニラ
関西国際空港

10：00
12：00
19：00

ショッピング
マニラ空港へ到着。空路、関西国際空港へ
到着後、解散
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三谷

第２部

真満

（経済学部

変えられる力を彼ら自身が持つことが大事なの
国際経済学科

２年生次）

「私たちの戦いを応援して欲しい」涙ながら
に訴えたのはフィリピン共和国の首都マニラ郊

だ。そして、私たちはなぜ貧困が起きるのか、
といった世界の構造を理解し、彼らと共に行動
する必要がある。

外にある巨大ゴミ捨て場“スモーキーマウンテ

交流会など通して、彼らの素敵な笑顔をたく

ン”のお母さん。NPO アクセスが医療・教育

さん見ることができて、この時間を共有できて

支援を行なっているまさにその場所の住人は

とても幸せと感じたし、この旅の体験を一人で

日々、劣悪な環境下での低賃金労働と政府から

も多くの人に伝えていきたいと思った。

の立ち退き圧力に苦しんでいる。「人種や国籍、
生活スタイル、価値観は違えど人間らしい最低
限度の生活を」その現状を五感で感じた私がそ
の後のスタディーツアー中、ずっと思い考えて
いた事である。先進国の立場から開発途上国を
見た時、貧困という現実と共に ODA 支援や国
際協力のあり方が見えてくる。貧困という現実
を背負いながらも懸命に生きている人々。それ
を学ぶ人々。生活を知り得た以上、他人事では
済まされないし現地の方々もそれを望んでいな
いはず。今、一大学生としてフィリピンで得た
ものを今後の社会活動に活かして行きたいと思
うし、同じ刺激を皆で共有できたらと思う。

庄野

龍眞

（文学部哲学科哲学専攻

２年生次）

私はフィリピンにおける貧困の現状を目の当
たりにして、「この現状をどうにかしたい」な
どと直感的に思った。ところが、この問題を解
決する最善の策を考えると、「そもそもすべて
の分野において、普遍的に正しいことはないた
め、なぜ貧困を解決しなければならないのか」
という問いにたどり着いてしまうことになりか
ねない。そしてこのような思考は、活動の意義
を不明確にし、活動の妨げになってしまう。し
かしこのように、われわれが活動せず考えてい
る間にも、現地の人は苦しんでいるのだ。その
牛丸

靖子

（社会学部社会学科

ため、社会活動をするときには、頭で考えず、
２年次生）

12日間のフィリピンの旅は、内容がとても濃
くて、一生忘れられない体験になった。マニラ
の宿舎周辺を歩いていると、子どもが寄ってき
てお金をせがんできた。ペレーズのホームステ
イ先の家の中は、板張りのベッドとテーブルと
いった質素なものだった。それでも彼らには笑
顔が溢れていた。物質的な豊かさはなくても、
精神的な豊かさはあった。彼らと触れあうこと
で、私の気持ちもあたたかくなっていった。
この旅を通して、貧困を解決するためには、
彼らに自分たちでものごとを解決する力を身に
付けさせることだと学んだ。改善策を見つけ、
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目をつぶるところはつぶって、直感に逆らわず
に活動することが大切だと思う。

体験学習プログラム

馬場

眞貴子

（国際文化学部

菱本

２年次生）

私にとってこの12日間は人生の中で一番濃い
12日間であったのではないかと思う。
私はフィリピンに滞在すればするほどフィリ
ピン人の心の温かさに触れることができた。今
回のツアーでは家庭訪問やホームステイなど、
フィリピン人の日常生活やリアルな声を聞く機
会が多かった。
日本では当たり前のことが当たり前ではな
い。小学校ですら満足に通えていない子どもが
多く、教科書で習ったとおりの貧困の連鎖が

柚香

（国際文化学部国際文化学科

２年次生）

私は様々な国に行って違う文化や価値観を
持った人や環境に触れ、自分の視野や考え方を
広げたいと考えていました。そして貧困や国際
開発について学ぶ中で世界にはスラム街で生活
をしている人がいることを知り、実際に自分の
目で確かめたいと思い、参加しました。現地の
生活の様子や人々の考えを知ることができた家
庭訪問やホームステイはとても良い機会だった
と感じています。そしてどの家庭も笑顔と思い
やりに溢れていましたが、その笑顔には希望が

あった。

あったのだと思うと複雑な気持ちになりまし

この事実を学び、苦しむ人たちの顔をみたか
らこそ私にとってこの問題は他人事ではなく自

その考え方はとても素敵だと感じました。そし

分事になった。特に、人間にはタイムリミット

た。また、夢は家族の幸せだと答える方が多く、
て、このツアーを通して、幸せな貧困があり、

がある。日本が過去に犯してしまった過ちも含
めて、私達は今を生きる人たちや次の世代を担
う人たちに伝えていく義務があると思った。そ
うすることでたとえ一人でも日本人の意識が変
わって、たとえ一人でもフィリピンの人たちを
救うことができるなら私はこの12日間を忘れ
ず、継続して行動していきたいと思う。

それは幸せな時もある貧困という意味だそうで
す。それが家族と過ごせることや笑顔でいられ
ることと繋がっているのではないかなと感じま
した。様々な気付きを得られたことを忘れずに
今後に繋げていきたいと思います。
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武林

遼太

第２部

（国際文化学部国際文化学科

１年次生）

様々な意味で非常に暖かい国フィリピンに向
かった私たちは、様々な経験をしてきた。その
中でツアーが始まる前の貧困というイメージか
ら、実際の「貧困」というものがずいぶんかけ
はなれていることを知った。しかし実際に経済
的貧困は存在しており、ケガ、感染症、などに
対する医療的措置を受けるお金もない。さらに
一日働かなければ食べるものがない。
明るくて陽気、優しくて紳士的なフィリピン
人だが、そうだと言って貧困がないことは全く
違う。そういう事を実感させられる旅だった。
私たちは無力で、その貧困に対して何もできな
いことが非常に悔しく腹立たしかったが、もっ
と多くの人々がこの事実を知り、協力してくれ
れば、この貧困という現状はなくせると信じて
いる。
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体験学習プログラム

○海外体験学習プログラム／ネパール連邦民主共和国【春季】
■参加学生
丹治 里名（文学部 ２年次生）
■企画団体、テーマ
社団法人アジア協会アジア友の会

世界の屋根ヒマラヤの国

環境を守る「バイオガスプラント」

支援活動
■行 程
日

程

３月６日（火）

場

所

時 間

関西国際空港

活 動 内 容
集合、搭乗手続き
空路、カトマンズへ
到着後、市内観光、ホテルチェックイン

カトマンズ
３月７日（水）

バクタプール郡
スダール村へ移動

宿泊先の家族に挨拶後、村を散策

３月８日（木）

バクタプール郡

別の村へバイオガスプラントの設置作業を見学・調査
孤児院を見学
バイオプラントガスを設置した家庭を訪問・調査

３月９日（金）

バクタプール郡

３月10日（土）

バクタプール郡

村の井戸の設置作業を見学
バイオガスプラントの設置作業経過を見学
宿泊先の家族とお別れの挨拶
バクタプールの世界遺産見学
山奥の村の給水タンク設置計画の話し合い
ホテル着

３月11日（日）

バクタプール郡

スワヤンブナート、パシュパティナートを観光
まとめの会・フェアウェル夕食

３月12日（月）

カトマンズ

３月13日（火）

関西国際空港

丹治

午前中
午 後
夕 方

午前
午後

宿泊先家族と団欒
村の学校で環境セミナー・交流プログラム
日本のおやつを作って交流

熱田さんご家族に挨拶
カトマンズ空港から空路バンコクへ
空路、関西国際空港へ
到着後、解散

里名

（文学部

２年次生）

ネパール人の優しさに触れ、この国を大好きに
なった。生活や経済の豊かさだけが幸せではな

私は今まで海外に行ったことがなく、今回ネ

いことを感じつつ、それでもこの国の人たちが

パールのツアーに参加して、初めて日本以外の

健康に、笑顔で暮らせるための支援活動に、何

暮らしを知った。そこで私は日本の「あたりま

らかの形で関わり続けたいと強く思うように

え」はあたりまえではないことを実感した。計

なった６日間であった。

画停電で夜は蝋燭の灯りで過ごし、ガスがない
ため薪で火をおこし、水がない家庭は村の井戸
まで汲みに行く。私にとってはキャンプのよう
な非日常的活動が、ネパールの人々にとっての
日常なのだ。
しかし実際に体験してみると、そこには確か
に生活が営まれていて、言葉や宗教、食べるも
のも環境も異なっていても、私もネパールの人
も同じ人間なのだと実感することができた。た
ぶん日本人以上に人とのつながりを大事にする
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第２部

企画名

タイトル 2011年度海外体験学習プログラム報告会

報告者名

竹村

光世（深草キャンパス

コーディネーター）

日

時

夏季：2011年10月11日（火）17時30分～19時00分
春季（予定）：2012年４月24日（火）17時30分～19時00分

場

所

深草キャンパス

21号館403教室（夏季）、401教室（春季）

実施主体

ボランティア・NPO 活動センター

参加人数

約30人

■経緯・目的
海外体験学習プログラムに参加した学生が、
現地でどのようなことを学び、考え、今後のボ

春

ランティア活動や大学生活等にどのように活か

季（予定）

していくのかを発表する機会として、プログラ
ムの一環で報告会を行っています。より多くの
学生に本プログラムに関心をもってもらうた
め、国際分野の活動やスタディツアーに関心の
ある学生をはじめとして、誰でも報告を聴ける
形で行いました。

タイ王国
「スマトラ島沖地震大津
プログラム参加者５名 波から７年。津波被災
地の今を訪ねる。津波
復興タイ感ツアー」
フィリピン共和国
「貧困の中で生きる人々
プログラム参加者６名 と出会い、向き合う旅」
ネパール連邦民主共和 「世界の屋根ヒマラヤの
国
国 環境を守る「バイ
プログラム参加者１名 オガスプラント」支援
活動」

■参加者の声・得られた効果など
現地の人とどのようにコミュニケーションを
とったのかや、現地の様子について質問が出て、
行って見てきたからこそわかる雰囲気、現地の
人の反応について等情報交換されました。
発表に触発されて自分も参加してみたくなっ
た、これで終わりではなく、見てきたことをぜ
ひこれからも続けて発信してほしいとの意見が
出ました。
学外の企画団体の方から「プログラムに参加
して現地に行き、感じたことで、何か変わった

■概

ことはあるか」という質問があり、海外体験学

要

参加した学生が、プログラムごとに、プログ
ラムでの体験を通じて学んだことをそれぞれの
スタイルで報告しました。プログラムに参加し
た学生以外に、プログラムに関心を持つ学生や、
受 け 入 れ 先（ ス タ デ ィ ツ ア ー 企 画 団 体 ） の
NPO の方にも参加いただきました。発表概要
は下記の通りです。
訪問地・発表者人数

テーマ

を幸せだと感じ、精一杯生きようと思う」、「一
歩踏み出す勇気をもって具体的な行動にうつし
ていきたい」、「現地の言語を覚えて再訪した
い」といった意見が出ていました。
■コーディネーター所感
海外体験学習プログラムに参加した学生に
とって、同じプログラムに参加した学生同士で

夏
季

中華人民共和国
「私からはじめる緑の再
プログラム参加者２名 生」

発表をまとめることによって、体験したことを

タイ王国
「体感！多文化共生の生
プログラム参加者６名 活－タイ北部の国境地
帯を訪ねて－」

なり、より学びを深めることができたようです。

ベトナム社会主義共和 「自分と、未来を変える
国、カンボジア王国
旅～ベトナム・カンボ
プログラム参加者７名 ジアが私たちにくれる
もの～」

82

習プログラム参加者から「自分の恵まれた環境

通して自分が感じたことを振り返るきっかけと
報告会後もお互いに連絡を取りあって、企画
NPO 団体でのボランティアを続けていったり、
あるいは新たにプログラムを通じて関心を持っ
た分野のボランティア活動先を当センターで探
し、その後の活動につなげていった学生もいま

体験学習プログラム

した。
報告会に参加した学生にとって、自分と同じ
学生が体験したことの発表は刺激になったよう
ですが、もう少し参加者を多くする工夫が必要
だと感じました。

83

