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2014年度活動概要　第二部

６．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、学生が長期休暇を利用して国内の地域や治安・衛生環境が
安全と判断される海外を訪問し、その地域が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などとの交流を通して、その課題解決の取り組みなどを学ぶ「体験学習プログ
ラム」を、夏季と春季の休暇期間に実施しています。
　異文化間における相互理解と共生を学ぶ海外プログラムでは、本学の専任教員が企画・引率する2
プログラムと、NPO・NGO団体が実施する海外のスタディーツアーの中から採択した、学生にとっ
て学びの多い2プログラムを実施しました。
　また、海外に比べて費用面でも参加しやすい国内プログラムでは、地域のさまざまな課題に目を向
け視野を広げる内容で、本学の専任教員が企画・引率するものを1コース、センターのボランティアコー
ディネーターが地域の団体と協力して企画するものを1コース実施しました。
　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、報告会を通じて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
るだけでなく、報告会に出席した学生が次回のプログラムの参加を考えるきっかけになっています。

プログラム企画者・団体 行　先 テーマ 実施期間 人数

国
内
学
内
企
画

社会学部講師　笠井賢紀
NPO法人泉京・垂井 岐阜県揖斐川

川と森の恵みを活かしたま
ちづくり　〜揖斐川流域か
ら提案する穏豊な社会〜

9月11日〜9月14日
4日間 11名

認定NPO法人　
JUON�NETWORK
グリーンツーリズムとやま

富山県五箇山 富山　五箇山　合掌の里
グリーンツーリズム体験

2月21日〜2月24日
4日間 15名

海
外

法学部教授
西倉一喜 台湾 台湾の学生・市民活動団体

と交流する旅
8月24日〜8月31日

8日間 8名

経済学部教授
松島泰勝 パラオ共和国 島嶼社会における環境、平

和、国際関係を考える旅
2月19日〜2月24日

6日間 10名

学
外
企
画

特定非営利活動法人
JIPPO

スリランカ民主社会
主義共和国

スリランカ　仏跡と茶園の
旅

8月24日〜8月31日
8日間 6名

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

フィリピン共和国 貧困の中で生きる人々と出
会い、向き合う旅

2月26日〜3月9日
12日間 6名
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■行　程
日時 行　程 場所

9月11日（木）
引率：神田浩史氏

8：00
12：00
13：00
14：00
17：00

19：00

深草キャンパスを出発
昼食
流域体感
流域体感
ぎふいび生活楽校　小林正美校長のおはなし
「廃校活用の取り組み」
関係者との交流会
入浴、就寝

徳山会館（郷土料理　地獄うどん
定食）
徳山会館
水資源機構　徳山ダム管理事務所
ラーニングアーバー横蔵・樹庵

ラーニングアーバー横蔵・樹庵
9月12日（金）
引率：榎本淳氏

7：30
9：00

10：00
12：00
14：00

17：20
18：30
19：00

朝食
山村生活講話
旧坂内村　元村長　田中正敏氏
集落散策
昼食　田中氏を囲んで
林業講話　ぎふいび生活楽校　小林正美氏
「地域の入会林管理の現状と現地見学」
宿舎到着
食事
ふりかえり

食堂
揖斐川町坂内諸家地区　竹姿庵

揖斐川町坂内諸家地区
竹姿庵（安兵衛郷土弁当）
揖斐川町谷汲木曽屋地区

食堂

9月13日（土）

引率：神田浩史氏

7：30
9：30
11：00
12：00
13：15

14：15
17：00
18：30
19：30

朝食
輪中生活講話　海津市歴史民俗資料館
輪中地域の見学
昼食
ごみ減量講話
ピープルズコミュニティ　上田千香代氏
エコドーム作業体験
宿舎到着
夕食
地元若者との交流
Iターン、Uターンなど定住者

食堂
海津市歴史民俗資料館
治水神社、木曽三川公園など
輪之内町エコドーム
輪之内町エコドーム

輪之内町エコドーム

食堂
ラーニングアーバー横蔵・樹庵

9月14日（日）

引率：神田浩史氏

7：30
9：00

11：00
12：00
13：00

15：00
18：00

朝食
地域水資源管理講話　高木人見氏
「関ヶ原野上地区のマンボ管理について」
地域の水資源管理に関する意見交換
昼食　地元住民との交流
中山道垂井宿界隈の散策
街角案内の会
出発
JR京都駅、深草キャンパス到着

食堂
関ヶ原町野上地区

関ヶ原町野上地区　集会所
垂井町　お休み処　長浜屋
垂井町　中山道垂井宿

○国内体験学習プログラム／岐阜県揖斐川【夏季】

■参加学生
大江あづき（国際文化学部　国際文化学科　4年次生） 河崎　佑美（政策学部　政策学科　1年次生）
小林　真莉（経済学部　現代経済学科　4年次生） 坂上佳菜絵（社会学部　地域福祉学科　3年次生）
福田　七海（社会学部　地域福祉学科　2年次生） 本藤　比奈（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
増田　純平（社会学部　地域福祉学科　3年次生） 室谷咲紀子（政策学部　政策学科　1年次生）
毛利　美咲（社会学部　地域福祉学科　3年次生） 森　美紗子（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
横田　　藍（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
■引率教員、テーマ
笠井　賢紀　講師（社会学部）「川と森の恵みを活かしたまちづくり　〜揖斐川流域から提案する穏豊な社会〜」
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大江　あづき
（国際文化学部　国際文化学科　4年次生）
　大ダム建設見直しが提唱されている近年、徳
山ダムの様子をこの目で見てみたいと思い参加
した。大規模な工事に経費がかかった徳山ダム
が機能をあまり果たしていないという話を聞い
て、徳山ダムは必要だったのだろうかと考え、
犠牲になった徳山村のことを思うと悲しくなっ
た。
　ダム建設を望んだのは人間である。失くした
ものは大きいだろうが、便利さ、近代化を追い
求めた結果であると思った。便利だけを追い求
めていくのが幸せにつながるのか、決してそう
ではないと考える。本プログラムで出会った
人々の生活は決して都会のように便利だとは言
えない。しかし、どの方もいきいきと笑顔で生
活をしていたのが印象的であった。先祖から受
け継いだ土地や知恵を使い、工夫をして自分た
ちで生活している様子からは、助け合いや思い
やりの心で人々がつながっているようだった。
本プログラムで訪れた人々、地域にはアイデア
と自然があふれ、都会にはない豊かさがあると
感じ、便利さだけを追い求めることが幸福につ
ながるのではないと思った。

河崎　佑美
（政策学部　政策学科　1年次生）
　少子化や高齢化、過疎化がすすむ現状の中、
それぞれの地域や流域で、土地の特性を活かし、
資源を活用するまちづくり（小水力発電・水は
けのよい土地でのお米のブランド化・持続可能
な社会を目指した木質ペレットの利用等）に取
り組む方々がおられることを知りました。問題
を抱えつつ、人とのつながりを大切に、地域や
流域で協働しながら、その解決に取り組み、住
むことに誇りをもてるまちづくりを目指してお

られることもわかりました。先人が築き上げて
きたものを守りつつ、時代の変化の中で常に新
しい社会の風を感じ取りながら、変えなくては
ならないものは手を加え、次の世代に伝えてい
こうとする皆さんの姿に感動しました。大学で
の学びの中で、私も地域のために何ができるか
を考え続けていきたいと思います。

小林　真莉
（経済学部　現代経済学科　4年次生）
　今回の国内体験学習プログラムで学んだこと
は、地球を覆う問題に取り組むには、広く多面
的な視野をもち、循環型社会を形成できる流域
単位で地域を考え、地域づくりをしなければな
らないということだ。世界的な問題として南北
問題や環境問題があげられる一方で、地域でも
グローバル化に伴う農林漁業の衰退、都市の膨
張、貿易の肥大化などにより、森林の荒廃、水
田の耕作放棄などの問題がある。揖斐川流域の
人々は知恵を使い、洪水や干ばつといった問題
に対処してきたが、ダムという人工物を取り入
れて以降、農林業の衰退とともに自然の機能が
失われ、流域単位の循環型社会もなくなった。
しかし、今も個々の営みは点在しており、再び

ラーニングアーバー横蔵にて地元の方々と

徳山会館付近で撮影したダムの様子

地図で説明を受けながら、関ヶ原町野上地区の横穴式の
井戸（マンボ）をたどる
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つなぎ直すことで食、エネルギー、支えあい、
水、カネを地域で循環させ、生業を広げていく
ことが可能である。地域の問題を解決すること
が、資源消費格差や環境問題に寄与し、結果と
して世界的な問題解決につながると感じた。

坂上　佳菜絵
（社会学部　地域福祉学科　3年次生）
　廃校になった学校を改装して学びの杜として
活用した小林校長は、気力体力が落ちても社会
に貢献できる自分でありたいという思いを持っ
ていた。また、坂内村の人達は自分達で協力し、
地域のものは地域の人たちで守って生活してい
た。このように地域活性化は、経済ではなく一
人の人間が目標を持ってチャレンジできること
であると学んだ。
　自ら進んで活動している姿を見て、もちろん
その活動内容も魅力的だが、その活動をしよう
とする人の想いに惹き付けられた。地域の人た
ちで協力し、地域を守っていく様子に人とのつ
ながりを大切にしていることが伝わってきた。
　国内体験学習プログラムで出会った人たちは
みなさん、楽しそうに活き活きされていた。当
事者だからこそ、その地域だからこそできるこ
とがあり、ふるさとに誇りを持っているのだと
思う。便利な都会だが、その都会よりも豊かさ
を見つけているように思った。

福田　七海
（社会学部　地域福祉学科　2年次生）
　今回のプログラムに参加した理由は、自然を
利用した観光や地域づくりについてと、自然災
害から身を守るためには、何が必要なのか大事
なのか、この2つの点について学びたかったか
らである。初めて聞くお話がたくさんあり、ま
た貴重な体験をすることができた。

　このプログラムに参加して特に印象に残って
いるのは、廃校を利用した滞在先の小林さんの
お話とＩターンで移住している方から聞いたお
話である。小林さんのお話からは、森を守るこ
とがとても大切なことを学んだ。交流会の中で
聞いたお話からは、田舎暮らしは都会や町中で
暮らすよりもいいことがたくさんあることを
知った。普通に旅行としていくだけでは経験で
きない内容のプログラムだった。

本藤　比奈
（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
　ダム建設により沈んだ村、山奥にある人口減
少という問題を抱える村、生ごみの再利用に取
り組むNPO法人、こんな身近にこのような問
題や取り組みがあるとは思わなかった。この体
験学習プログラムに参加していなかったら、全
く知らなかったことばかりであった。参加した
4日間を通して、初めて知ることがたくさんあ
り、参加して本当に良かったと思う。また、こ
のプログラムでは「豊かさ」について再考させ
られた。便利な暮らしを求めることが豊かさで
はないし、近代化による開発が豊かな生活に結
び付くとは限らない。少なくとも、ダムによっ
て住んでいた村を失った人々にとって、便利な
生活が豊かさのすべてではないだろう。難しい
問題だが、この体験から考えていきたいと思う。

廃校となった学校を再活用し学生の活動の場や研修などに
利用されている樹庵

森林を観察、散策
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増田　純平
（社会学部　地域福祉学科　3年次生）
　私は今回のプログラムに参加する前からまち
づくりに関心があり、まちづくりについて視野
を広げていきたいという思いがあった。
　1日目に徳山ダムを訪れた。ここはダム建設
によって村の住民全員が移住したという経緯が
あり、そこに住んでいた住民の日常を想うと切
なくなった。
　プログラム中、地域の方々と交流する機会が
あった。現地の方々の温かさが伝わり、いろん
な方と意見交換ができて大変良かった。人々の
つながりの深い山村部で生活するのも人生に
とって有意義ではないかと思った。
　4日目は関ヶ原町の野上という地域を訪れ
た。この地域にある「マンボ」という横井戸が
貴重な資源であることを地域の方同士で再認識
し、地道ながらマンボの認識を広めようとして
いる。集落単位のこのような資源を活かしたま
ちづくりに感心した。
　4日間のプログラムを通して、山村地域の良
さを知ることができた。都市部で起こる問題は
山村部で担う役割が果たせていないが故に発生

するのではと思い、山村地域の役割は大切なの
だと、実際に現地を訪ねて学ぶことができた。

室谷　咲紀子
（政策学部　政策学科　1年次生）
　私はこの国内体験で「山」の大切さを学んだ。
「山」の役割の一つである、自然がもたらす「緑
のダム」。戦後にできた人工林からの林業の恩
恵と、海外の輸入木材との競争に負けたことに
よる林業の衰退と過疎化を学んだ。過疎化した
地域に過疎化対策は要るのか、人工林の手入れ
で発生する間伐材はどうするのか、などの貴重
な問題を拝聴し、過疎化対策の費用を林業につ
なげられるようにお金を回す必要性や、TPP
に対して私たちは目を光らせ政府の対応を見守
る必要性があると感じた。また、声をあげて情
報を発信していくことが必要だ。そのために、
まずは私に何ができるかを模索し実行していき
たい。その力を養うために、大学で色々な講義
を選択し、フィールドワークを自主的に取り入
れていきたいと考えている。

毛利　美咲
（社会学部　地域福祉学科　3年次生）
　私は今回のプログラムで初めて岐阜県を訪れ
た。それまで私の岐阜県に関する知識は皆無に
等しかった。瀬田キャンパスから車で2、3時間
ほどで着くような距離に存在していたことすら
知らなかったほど、全く岐阜県に関して知識が
なかった。
　このプログラムに参加したことによって、岐
阜県の限られた一部分ではあるが、様々な地域
を巡り、様々な人たちと触れ合うことができた。
ここでの経験や出会いは私に岐阜県の魅力をた
くさん教えてくれたと言える。

坂内村の風景

4日目、関ヶ原町野上を訪れた際に頂いた「マンボブルーベ
リージャム」を使ったお菓子

徳山会館屋上にて、神田氏から針葉樹・広葉樹についての
お話を伺う
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　私は今回のプログラムに、地域活性化に着目
して参加したのだが、地域の活性化に必要なの
は、珍しい食べ物や建物ではなく、第一にその
地域に住む人たちの協力であり、それがあって
はじめてできるということを今回の経験によっ
て学んだ。

森　美紗子
（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
　私はこのプログラムで魅力的な人たちと出会
い、多くのことを学ぶことができた。徳山ダム
や林業について学び、日本が抱える資源問題を
知った。ダムの利点と欠点、針葉樹を育てるこ
との難しさ、森林破壊はいけないことだが、日
本では木を生やしすぎて、間伐が問題となって
おり、間引きをしてある程度木を切ることが必
要である等、今まで知らなかったことを知るこ
とができた。廃校を利用し、宿泊施設を経営し
ている小林さんからも貴重な話を聞くことがで
きた。I ターン、Uターンで暮らしている若い
人たちは、この地域を誇りに思い、生き生きと
生活しているという印象を持った。高齢者の
方々も元気で驚いた。自分たちがやるべきこと
を考え、見つけ出し、それを実行していること

に尊敬する。地方が元気になることが、これか
らの日本の未来を変える。そのためには私たち
若者が行動することが必要不可欠であると考え
た。

横田　藍
（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
　私は、今回の体験学習テーマである“穏豊な
社会”に興味を持ちこのプログラムに参加した。
4日間の体験の中で印象深かったのは、人口の
減少と高齢化、限界集落に直面する村の元村長
さんが私たち学生に対し、「この田舎の魅力を
多くの人に伝えてほしい」とおっしゃっていた
ことだった。そこで私は都会には無い田舎の魅
力を主に3つ考えた。1つめは、相互扶助の関係
による人々のつながりの強さ。2つめは、若者
や新規定住者のための受け入れの体制が整って
いること。3つめは、田舎には都会のニーズを
満たすためのシーズがあることである。
　田舎にはコンビニや夜の街灯が少なく物質的
な不足や不便さはあるかもしれない。しかし豊
かな自然環境や人々との強いつながりから、人
間らしい精神的な豊かさがあるのではないかと
私は考える。都会のニーズを満たす地方として、
両者の活性化から日本社会は明るくなると思
う。

引率教員講評
笠井　賢紀（社会学部　講師）
川と森の恵みを活かしたまちづくり
〜揖斐川流域から提案する穏豊な社会〜
　「穏豊な社会」とは聞きなれない言葉だ。今
回、国内体験学習の現地受入先を担ってくだ
さったNPO法人「泉京・垂井（せんと・たるい）」
の理事である神田浩史氏の造語である。聞きな

輪之内町エコドームにて、ペットボトルのキャップの仕分け

手入れされた森林

茅葺き屋根の竹姿庵
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れないが、ひとたび字を見れば理解できる。理
解というよりは、共感を呼び起こす言葉の使い
方といったほうが適当かもしれない。
　道中でわかりやすい「提案」はしなかった。
思い返してみると「恵み」や「まちづくり」と
いった言葉も、そして共感を呼び起こす「穏豊」
も私たちは口にしなかったように思う。だが、
参加した学生たちには、まさに表題通りの内容
が伝わっていることだろう。
　川と森を手つかずの自然としてのみ見るので
はなく、人間社会との関わりから見つめなおし
てみる。ダムはなぜつくられなければならな
かったのか、森はなぜ保水力を失っていくのか、
林業や森の手入れについての正しい知識と担い
手が広がらないのはなぜか、人はどうしてこの
ようなたいへんな環境下に置かれながらも水の
傍らで生きていくのか。私たちの身近で起きて
いる、そして私たち自身が起こしている、川と
森のさまざまな課題に直面させられる。だがそ
れでも、やはり私たちは川や森から離れた生活
など送れないし、川と森とが私たちに与えるの
は災いや問題だけではなく、恵みである。
　伊勢湾台風で紡がれる物語もあれば、徳山ダ
ムで紡がれる物語もある。物語の紡がれ方は人
それぞれだし、紡がれた物語の味わい方もやは
り人それぞれだ。大自然と大仰に捉えるのでは
なく、人が手を加えた自然と日々の生活とが密
接に繋がっている様子を目の当たりにすると、
恵みを活かすまちづくりへの希望が膨らむ。
関ヶ原で田畑の下を流れる農業用水路としての

マンボ、垂井で野菜を冷やしたりものを洗った
りするのにも使われる生活用水路としてのマン
ボ。
　参加した学生たちには「学びの成果がすぐに
出なくてもいい。5年後、10年後のふとしたと
きに今回の体験が思い出されることもあるはず
だ。今でないとできないこともあるように、今
はまだできないこともある。焦らないでいい」
と伝えた。とはいえ、彼らは既に自身の変化に
気がついているはずだ。ペットボトルのごみを
捨てようとすれば輪之内のエコドームを思い出
すだろう。山を見ると針葉樹か広葉樹か見分け
たくなるだろう。枝打ちされているかどうかが
気になる者もいるかもしれない。浸水被害では
輪中の仕組みや知恵を、土砂災害ではダムや林
業を思い起こすだろうか。さらに、変化を実感
した彼らが今いるのは大学という最高学府であ
る。今回の体験を伝え・広めるだけではなく、
知の探究にも道は拓かれている。何かの活動に
結び付けようと焦らなくていい。だから、体験
を振り返り、学びを味わってほしい。
　泉京・垂井だけではなく、すぐに顔が浮かぶ
多くの方にお世話になった。ある地域の方が「こ
うして人が来ると、もしかして私たちのところ
もすごいのかなと思う」とおっしゃった。なる
ほど、私たちは急な来訪者として迷惑をかけて
いるばかりだと思っているが、このように積極
的に受け入れてくださる場合もある。学生たち
も、物怖じせず、今後もいろいろな現場に足を
運んでほしい。

旧坂内村で　学生たちは針葉樹・広葉樹を見分けるか

拠点となった「ラーニング・アーバー樹庵」
（廃校活用）の窓から
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■行　程
日時 行　程 場所

2月21日（土）
引率：鹿住貴之氏

8：00
15：00
15：30
18：00
18：15

京都駅出発
開講式
ライトアップ準備手伝い
ライトアップ来場者へのインフォメーション
入浴、夕食

合掌の里

五箇山旅館よしのや
2月22日（日）
引率：鹿住貴之氏

7：00
8：30
9：00
12：00
13：00

15：30

16：45
19：00

起床、朝食
合掌の里へ移動
合掌造りの屋根の雪おろし作業
昼食
雪の下の赤かぶ掘り
白川郷見学
在来赤かぶ普及と保存のレクチャー
地域おこしフォーラム
入浴、夕食
村づくり談義、交流会
Ｉターン、Ｕターン者の意見拝聞

合掌の里

合掌の里
白川郷
合掌の里

五箇山旅館よしのや

2月23日（月）
引率：鹿住貴之氏

7：00
9：00
12：00
13：30
16：45
19：00

起床、朝食
カンジキトレッキング
昼食
世界遺産集落見学（ガイド付き）
入浴、夕食
学生意見発表会
地域おこしメニュー作りへの提言

タカンボスキー場

相倉→菅沼

五箇山旅館よしのや

2月24日（火）
引率：鹿住貴之氏

7：00
9：30
12：00
13：00
18：00

起床、朝食
郷土料理づくり（栃もちつき）
昼食（栃もち、赤かぶ料理、えごま料理）
閉講式
京都駅着、解散

合掌の里

○国内体験学習プログラム／富山県南砺市・五箇山【春季】

■参加学生
今村　崇志（文学部　哲学科　3年次生） 乾　宏輔（文学部　哲学科　2年次生）
木口　蒼良（文学部　哲学科　2年次生） 赤本　真美（経営学部　経営学科　4年次生）
中村　勇介（法学部　法律学科　2年次生） 橋本　望海（法学部　法律学科　1年次生）
松尾　拓真（理工学部　機械システム工学科1年次生） 五十嵐　拓（社会学部　社会学科　3年次生）
橋本　直樹（社会学部　社会学科　1年次生） 石川　沙希（社会学部　コミュニティマネジメント学科　1年次生）
福納　知香（社会学部　地域福祉学科　1年次生） 石井　　愛（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
永森奈生子（国際文化学部　国際文化学科2年次生） 森本　　蘭（国際文化学部　国際文化学科2年次生）
上村　康弘（政策学部　政策学科　3年次生）
■引率、テーマ
鹿住　貴之氏（認定特定非営利活動法人 JUON�NETWORK）

「富山　五箇山　合掌の里　グリーンツーリズム体験」
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今村　崇志
（文学部　哲学科　3年次生）
　本プログラムにおいて、私自身の中でもキー
ワードとなったのは、“地域おこし”である。“地
域おこし”といっても、ただ地域に人が集まれ
ばよいというものではない。五箇山では、世界
遺産の合掌造りの伝統を守り続けていくため
に、五箇山に住んで世界遺産を守ってくれる人
を求めている。このように、“地域おこし”と
いっても一括りにはできないこと、またなぜ“地
域おこし”をしたいのかという目的が地域に
よって変わってくることを学んだ。私は、“地
域おこし”に一役買いたいと思い本プログラム
に参加した。4日間という短い期間では、五箇
山の現状を知ることしかできなかった。しかし、
五箇山を愛し五箇山のために本気でどうにかし
ようと熱い思いを持っている人たちに触れるこ
とで、私たちが五箇山のことについて本気で考
えるように突き動かされたように、地域・社会
を変えていくのは、熱い思いを持った“人”で
はないかと思う。

乾　宏輔
（文学部　哲学科　2年次生）
　交通の利便化によって、観光客の増加という
プラス面と、日帰り観光客の増加・転出という
マイナス面がもたらされた。その対策として、
120％のサービスをし、体験してもらうことで
「リピーター」を増やすことを心掛けているよ
うであった。私も「体験」が重要であると肌で
感じた。
　五箇山には働く場があまりない。これによっ
て五箇山に移住する人・若者が少なくなってい
る。私はこれが五箇山の問題点であると感じた。
また五箇山では、新しいことをするにあたって

呼びかけると来てくれる人とそうでない人が存
在しているという。私は新しいことをしたくな
いという気持ちが五箇山を地域全体で盛り上げ
る足かせになっている気がした。
　このように、観光や居住の観点からみると五
箇山には問題点があり、まだまだ伸びしろがあ
ると言える。特に観光において、学生に五箇山
にホームステイして体験してもらうことで、魅
力を感じ、また来てもらえるのではないかと思
う。

木口　蒼良
（文学部　哲学科　2年次生）
　私は、「現地の住民ほど、合掌集落を守るこ
とに無関心」という言葉に衝撃を受けました。
なぜなら、私は世界遺産の集落で生活すること
の誇りや自慢に思う気持ちの中で生活されてい
ると勝手なイメージを抱いていたからです。し
かし、実際に合掌造りで生活している人の言葉
を聞くと、腐ってしまう萱を替えるのに莫大な
お金と手間がかかるため、瓦の屋根に変えたい
が、世界遺産に指定されてしまったために自分
勝手に変更することができない、住みたくて合
掌造りの家に住んでいるのではないという思い
があり、ただ珍しい建物というだけで世界遺産
に登録されたのではなく、先人の知恵や文化を
守りながら現在も生活していることが世界遺産
登録の理由であるために、生活の一部で自由が
制限されてしまうことを知りました。世界遺産
に登録されたことで生活の一部で制限がかかる
という考えは、この体験をする以前の自分には
全くなかった考えで、このような自分が勝手に
抱いていた漠然としたイメージと実際の現状と
思いの差を感じたことが、今回の国内体験プロ
グラムで一番衝撃を受けたところであり、自分

合掌造りの家の中で、アツイアツイ熱のこもった
「地域おこし談義」

雪の下の赤カブを掘りあてうれしそうな仲間
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の価値観を広がったように思います。

赤本　真美
（経営学部　経営学科　4年次生）
　私はこのプログラムで文化の保持と地域活性
化の促進の両立の難しさと、学ぶことの重要性
を感じました。
　合掌造りがある3集落のうち、萩町集落（白
川郷）で観光客が一番多く見られました。しか
し、世界遺産委員会からイエローカードが出さ
れていることから、保持と開発のバランスが難
しいことをそれぞれ比較することで感じること
ができました。
　地域活性化を主導されている西さんのお話に
あった地域活性化を行う中での問題は、少子高
齢化が進む多くの地域であてはまるにも関わら
ず、どのように対応したり克服したりしたのか
がわからないというのが現状だと感じます。今
回お会いした I ターン者のように何かやってみ
たいと思う人がいるのだから、表に出にくい地
域の情報を汲み取り、共有できる場が現れれば、
もっと学ぶ（まなぶ、まねぶ）ことができ、日
本の地域が元気になるのではないかと思いまし
た。

中村　勇介
（法学部　法律学科　2年次生）
　今回の活動、五箇山で過ごした4日間は、雪
かきやカンジキトレッキング、赤かぶ掘りなど
体を動かす活動が多く、貴重な経験をすること
ができ、今までで最も濃密に自然に触れること
ができた。
　その中でも私が最も印象に残っていること
は、I ターン・Uターンの方から五箇山の過疎
化の問題について様々な話を伺えたことであ
る。若い人の力がもっとほしい、一部の地元民
だけではなく地元民全体で町興しをしていきた
いと仰っていた。また「この地域一帯が便利に
なればなっていくほど、五箇山を出て行く人が
たくさん出てくるのも事実」という言葉がグ
サッと胸に刺さって、今でも印象に残っている。
私はそれまで、便利になると他所から人が訪れ
て賑わうものだと思っていたのだが、決してそ
うではなく、新幹線の開通などで他所に出て行
くこともあるのだと知った。便利になることが
そのまま過疎化を解決することにはつながらな
いことに頭を悩まされた。

橋本　望海
（法学部　法律学科　1年次生）
　無知の状態から当プログラムを知った私は、
説明会や事前学習を経て、知的好奇心をくすぐ
られた後、興味を持って参加を志望した。人生
で見たこともないほどの雪を目の当たりにし、
はしゃぐ私に突きつけられたのは、酷な現実で
あった。生活と密に関わる雪は私が思っていた
以上に、大変なものであった。
　体験していく中で、世界遺産である合掌造り
が様々な問題を抱えていることを学んだ。村の
過疎化により、合掌造りの存続が危ういのだ。

囲炉裏を囲んで、合掌造りに住んでいる人のお話を聞く

菅沼集落の合掌造り

意見交流会の様子
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五箇山合掌の村管理人西さんは、村の活性化に
熱心に取り組んでいた。私も自分なりに、学ん
だことを伝えていきたい。

松尾　拓真
（理工学部　機械システム工学科　1年次生）
　今回、豪雪地帯ならではの活動を行うことが
できた。実際に行われているイベントのお手伝
いやその地域の人の暮らしの体験、文化や世界
遺産を知ることができた。富山では有名である
赤かぶを掘る体験もすることができた。さらに
はその赤かぶを料理してくださり、赤かぶのお
いしさを知ることができた。かんじきという雪
の上を歩く道具を使い雪の山を実際歩くという
ことも行った。これが本当に大変だった。歩く
スピードが落ち体力も多く使うので疲れ果てて
しまいそうになった。それでもこの体験はやは
りして良かったと思う。五箇山のくらしについ
て興味、関心をもつきっかけになった。ガイド
をしてくださった西さんの話も大変興味深い話
ばかりであった。五箇山の現状を話してくださ
り、自分たちの住んでいる地域にも同じところ
があるように思える。これから自分が地域に関

わるならどういう観点で見ていくか、視野が広
がったと思う。

五十嵐　拓
（社会学部　社会学科　3年次生）
　今回の国内体験学習プログラムでは、世界遺
産である合掌造りの集落群の一つである富山県
の五箇山を訪れた。そこで五箇山では暮らしの
面で人との結びつきがよく、その反面で閉鎖的
な面があることを知った。また集落の維持に必
要不可欠なマンパワー不足という問題に陥って
いることを、五箇山合掌の里支配人の西さん、
Uターン・I ターン者の方の話を聞いて知り、
感じることができた。そこで私は、江戸時代中
期から保存されていて、また人が暮らしている
ことが世界的に評価されて世界遺産に登録され
た五箇山の合掌集落群をただ見るだけでなく、
赤カブ掘り、カンジキトレッキングといった体
験を通じたツーリズムを行った。それを知って
もらうためにインターネットによる情報発信
ツールを上手く活用して、観光客を呼び込むこ
とでマンパワー不足を解消し、そして地域活性
化につなげていくべきであることを学ぶことが
できた。

橋本　直樹
（社会学部　社会学科　1年次生）
　五箇山は日本でも有数の豪雪地帯であり、世
界遺産にも登録されています。普段はできない
ような体験ができ良い経験となりました。
　その中でも、五箇山合掌の里の職員さんと I
ターン・Uターンの方の話を聞くことができた
ことが自分にとって一番の収穫になりました。
若い人が少なくマンパワー不足であること、閉
鎖的で新しいことをやりたくない人もいるこ

合掌の里にて、4日間お世話になった西さんと皆で記念撮影

ライトアップ準備をした後の夜。合掌造りの家屋と雪のな
かで光る蝋燭の灯

合掌造りの家の屋根に隙間をつくるために雪かきをしてい
る様子
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と、世界遺産に登録されたことに対する考え方、
また世界遺産に登録されても難しい問題が出て
くるだろうということがわかりました。これに
対して地域の外のことを知るためにホームステ
イを実際にやってみるなど様々な意見が私たち
学生から出てきました。地域の方と学生とで意
見交換したことは一番の思い出です。
　このような経験は自分にとってもとても貴重
なものでした。話をしてくださった方々、本当
にありがとうございました。直接会わなければ
聞くことができないものばかりでした。そのこ
とは大事にしていきたいです。
　今回五箇山での様々な経験はとても貴重なも
のなので、これからも大事にしようと思いまし
た。

石川　沙希
（社会学部　コミュニティマネジメント学科　
1年次生）
　美しくもあり厳しくもある自然の中で生きる
五箇山の方々から、私は地元の歴史や文化、景
観を守る大切さを感じ取った。
　今まで、祖先からその子や孫へと、縦のつな
がりで、五箇山で生きる知恵は伝わってきた。
しかしながら、現在若年層の人口が減少し過疎
化の一途をたどる五箇山では、生活の厳しさ、
観光産業への心配が懸念されている。何より五
箇山に人が住み始めてから長い年月をかけて積
み重ねてきた文化や知恵が、人がいなくなるこ
とによって消えてしまうことに私は恐れを感じ
ている。一度消えてしまったことをもう一度復
活させることは、赤かぶの栽培でも例にあがっ
たが、とても難しいことである。だからこそ、
横のつながりの行政や学生など第三者が、地元
だけの負担にせず声を聞きながらサポートする

存在が必要なのだ。
　プログラム全体を通して、現地の方、また他
学部の方とお話しする機会が多くあり、大きな
刺激を受け、よく考えた4日間となった。

福納　知香
（社会学部　地域福祉学科　1年次生）
　五箇山合掌造りに訪れて、世界遺産の名を背
負っている五箇山の方は、世界遺産を保存して
いく大変さの中、様々な活動で伝統をつないで
いた。マンパワー不足の現状でも、小さい規模
のライトアップを何度もして多くの人に足を運
んでもらい、魅力を知ってもらうことでリピー
ターへとつなげ、輪を広げていた。また、五箇
山の住民は、先人の知恵のおかげで今があるか
ら、文化や伝統を継承して守り続けたいと話し
てくれた。自分たちが住む地域に誇りを持って
いるからこそできることではないだろうかと思
う。
　体験の一つに、身長以上の高さの下から掘り

カンジキを履いての合掌造りの雪下ろし作業

ライトアップのお手伝いとして、五箇山ならではの食材の
販売を手伝う。

身長以上に積もった雪の下から赤かぶを掘り出す
体験。
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出す赤かぶ掘りがあった。掘りたてのかぶは甘
くて食べたことのない美味しさだった。一番五
箇山を肌で感じている瞬間であった。五箇山で
しかできない四季折々の体験を行なうことが、
より魅力を感じてもらえる気がした。
　今回のプログラムで、自らが進んで行動して
いくことが地域をよりよくする第一歩となるこ
とを学んだ。

石井　愛
（国際文化学部　国際文化学科　3年次生）
　「少数のお客さんに付加価値のあるプランを
提供し120％満足して頂き、五箇山への再来を
促すこと」が五箇山のグリーンツーリズムの目
的です。今回私達が体験させて頂いたのも、自
分達の手で実際に雪の中から赤カブを掘り出し
食べたり、カンジキを履いて雪山でのトレッキ
ングや茅葺の屋根に積もった雪下ろしなど、そ
こでしかできない食・暮らし・文化体験をする
ことで五箇山での経験価値を高めるといったも
のでした。しかし、これらの観光業を進めてい
くには行政としっかり連携を図ることが課題と
なっており、またそこの住民や他地域の私達が
貴重な世界遺産を継承していこうという責任感
と強い意思を持つことが重要だとも思いまし
た。この4日間、自然と向き合いながらの五箇
山の暮らしを体験させて頂き、日々時間に追わ
れ、モノの流通の激しい私達の日常とは異なっ
た、人間らしく生命力の満ちた暮らしに感銘さ
せられました。

永森　奈生子
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　富山県南砺市にある五箇山では、世界遺産で
ある合掌造りを守るために、観光業を行ってい
た。それは、この地域の伝統と集落を維持する
ための手段であり、人手を吸収するために、こ
この人たちは協力し、観光につなげていた。観
光客に対し、ここにできるだけ長く滞在しても
らい、ここの魅力を知ってもらう。そして、も
う一度来たい、ここに住みたいと思わせる工夫
をする。ここに、何百人のうち1人でもここに
住みたいと思ってくれたら、それがこの集落維
持につながる。合掌造りを守るために、雪おろ
しをしたり、屋根を直したり、人手がいる。観
光業をするために、人手がいる。この集落を維
持するには、人がここに住まないといけない。
この春季国内体験プログラムに参加するまで、
相倉集落、菅沼集落が白川郷とともに世界遺産
であることを私は知らなかった。しかし、ここ
の暮らしを体験し、この集落の良さ知り、いか
にマンパワーが必要とされているかを学んだ。

森本　蘭
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　私が住む奈良県には世界遺産がたくさんあ
る。五箇山も1995年に世界遺産に登録され、合
掌造りの保全や地域興しを行っていると聞き、
親近感が湧いてこのプログラムに応募した。
　一番楽しかったのは、タカンボースキー場で
のかんじきトレッキングだった。かんじきを履
いてスキー場の坂道を登る体験でスキー用のス
テッキを持ってふかふかの雪道を登るのは本当
に大変だった。合掌の里支配人の西さんが先頭
を歩いてくださったが、歩きなれている西さん
と初めて歩く私たちとは比べ物にならないほど

カンジキを履いて雪山をみんなで登っている様子

雪おろし作業中の様子。大変な重労働だと知った
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歩くスピードが違い驚いた。木が生えていると
ころの周りは雪道に穴が開いていて下半身が全
部埋まってしまったり、足がはまって抜け出せ
なくなったりとハプニングはたくさんあった
が、みんなで助け合って歩ききった。終わった
後のみんなとの団結と達成感は最高だった。

上村　康弘
（政策学部　政策学科　3年次生）
　富山県の五箇山にある菅沼集落、相倉集落は、
岐阜県の白川郷と共に世界遺産に登録されてお
り、合掌造りの家屋が立ち並んでいる集落であ
る。これらの集落が世界遺産に登録されている
理由は、合掌造りの家屋が保存されているから
ということだけではなく、その合掌造りの家屋
に人が暮らしていることが評価されているから
である。
　現在この集落が抱えている問題は、観光業の
人手不足であるという。このままでは、観光業
に力を入れることができない上に、集落に人が
いなくなれば集落の存続も危ぶまれる。観光客、
地域活性化に協力してくれる人材共に増やすた
めに、まずはこの地域を好きになってもらおう
と、様々な自然体験を行っている。この地域で
しかできないことを体験してもらい、多くの人
にまた来たい、ここで暮らしたいと思ってもら
えるようにこれらの体験を用意してあるのであ
る。また、地域の人の目線では、見えないこと
もあるため、地域外の人の目線で新たな体験を
考えることがこの地域でこれから必要となって
くる。

引率者講評
鹿住　貴之

「なぜ地域を活性化する必要があるのか？」
　2日目の雪かきを行った日に、春一番が吹い
た。雪かきをしなければ、合掌造りは押しつぶ
されてしまうのだが、もしかしたら、雪は自然
に解けるから、もう必要ないのでは？と思った
人がいたかもしれない。
　今回は、世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造
り集落」の菅沼集落を中心に、グリーンツーリ
ズムや地域づくりについて学ぶツアーだ。世界
遺産であれば、地域おこしがうまくいっている
だろうと想像していたが、いやいや、全国多く
の農山村と同様の課題を抱える地域であった。
もちろん、菅沼集落の平均年齢41歳という事実
には、とても勇気づけられたのであるが。
　世界では人口の半分、日本では9割が都市に
住んでいる。逆に、日本の山村の人口は3％に
過ぎない。面積は半分もあるのだが。これほど
の偏りがあった時代はかつてない。過疎から都
市へ人の移動が加速したのは、高度経済成長時
代である。日本は都市部に人口を集中させるこ
とで産業を効率化し、経済を成長させてきた。
　今、社会を持続可能にすることが叫ばれてい
るが、日本の暮らしは少し前まで持続可能なも
のであった。有限な化石資源ではなく、薪や炭
等再生産の可能な木等の植物をベースとした生
活を送ってきたのだ。将来、化石資源を使いきっ
てしまったときには、かつての自然と共生する
ような暮らしが必要になるだろう。まさに、合
掌造りはその暮らしの一つである。しかしその
とき、これまで先人が培ってきた、自然とつき
合う知恵や技が残っているのだろうか。
　そもそも都市は都市だけでは持続可能ではな

4日間一緒に過ごした15人の仲間

かんじきは雪道を歩くときに足が雪に埋まらない
ようにストッパーの役割をする靴
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い。農山漁村からモノが入って来なければ成り
立たないのだ。農山漁村は水・空気・食料等の
供給をはじめ国土の保全等、都市の暮らしを支
えている。
　一方、食料や木材等を買う人がいなければ、
農山漁村の人々は生活することができない。都
市と農山漁村は、お互いに支え合っているのだ。
ところが、社会がグローバル化した現在では、
様々なものが外国から入ってくる。より近くの
農山漁村からモノが入ってくる方が、環境的に
も負荷が少ない。
　都市住民が活性化のお手伝いに訪れること
が、都市と農山漁村の交流の意義の一つであり、
今回もその意味合いがあった。しかし、農山漁
村に足を運んだ人々が、今の都市のあり方につ
いて再考するようになることも、もう一つの大
きな意義だ。これまでは、国も地方創生と言っ
ているように、都市が上で、農山漁村が下、と
いうような関係性であったのではないだろう
か。しかし、例えば出生率を考えれば、東京は
最下位である（ちなみに、その次が京都、滋賀
は上から15位！）。子どもを産み、育てるのは、
都市でないほうがよいのだろう。これからは、
都市と農山漁村が対等に、それぞれにとってプ
ラスになるあり方が必要だと考えている。
　今回はグリーンツーリズムとやまにコーディ
ネートいただき、五箇山合掌の里のみなさんに

お世話になった。リーダーである西敬一さんの
話から、とても多くのことを学んだのではない
かと思う。3日目夜の学生意見発表会では、地
域おこしについて、様々な意見や提案が出たの
がその証拠だ。ホームステイ、よそ者の活用、
6次産業化等々。私からは、2・6・2の法則につ
いて話したが、地域おこしには、よそ者、若者、
バカ者が必要なのだろう。
　それなりに暮らせるのだから、そんなにまで
しなくてもよいのではないか？なぜ、地域の人
はそれほど熱心ではないのに、西さんは一生懸
命取り組んでいるのだろうか？ぜひ、皆さんに
はこの問いについて、今後も考え続けてほしい。
　ところでその後、五箇山には、雪が降った。
みなさんの雪かきがなければ、もっと雪が積
もっていたことだろう。

グリーンツーリズム体験を終えて、閉講式
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■行　程　2014年8月24日〜8月31日　8日間
日　　程 場　　所 時　間 活 動 内 容

8月24日（日） 関西国際空港
関西国際空港発
台北着

�9：00
11：10

13：00
午後

集合
関西国際空港出発
キャセイパシフィック航空にて空路台北へ
台北着
景美人権パーク・景美夜市　視察
総統府　見学
龍山寺　見学� 【台北泊】

8月25日（月） グアム 午前

午後

台北より貢寮方面へ車移動
第1原発、第2原発　外観　視察
三貂角　視察
反原発市民活動団体との交流
第4原発予定地　視察
九份　視察
台北へ� 【台北泊】

8月26日（火） 台北 午前
午後

市民団体「綠色公民行動聯盟」との交流
立法院　民主進歩党の田秋菫立法委員にインタビュー
西本願寺跡地　訪問� 【台北泊】

8月27日（水） 台北 午前

午後

グループ活動時間
龍山寺、228和平公園などで市民と交流
共同通信社台北支局　訪問
台湾の学生団体「太陽花学生運動」と交流
映画『KANO』鑑賞� 【台北泊】

8月28日（木） 台北 午前
午後

総統府　視察
2.28紀念館　視察
紫藤盧　訪問
デニス・エンバース氏にインタビュー� 【台北泊】

8月29日（金） 台北
台中
日月潭

午前

午後

台北から台中へ新幹線移動
921地震教育園區　視察
台中から霧社へ
霧社　視察、セデック族のお年寄にインタビュー
霧社から日月潭へ� 【日月潭泊】

8月30日（土） 日月潭
台北

午前
午後

日月潭　視察
日月潭から台北へ� 【台北泊】

8月31日（日）
台北発
関西国際空港着

午前
16：05
20：00

故宮博物院　台北101　視察
台北出発、キャセイパシフィック航空にて空路大阪へ、
関西国際空港着、解散

○海外体験学習プログラム／台湾【夏季】

■参加学生
北川　知樹（法学部　法律学科　3年次生） 栗田　圭祐（経営学部　経営学科　1年次生）
小林明日香（国際文化学部　国際文化学科　1年次生） 小林　泰斗（経済学部　国際経済学科　3年次生）
佐藤　太亮（文学部　歴史学科　3年次生） 西村　紗帆（法学部　法律学科　4年次生）
福元　杏理（国際文化学部　国際文化学科　2年次生） 堀切　さや香（文学部　日本文化学科　3年次生）
■テーマ、引率教員
西倉　一喜　法学部教授「台湾の学生・市民活動団体と交流する旅」
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北川　知樹
（法学部　法律学科　3年次生）
　今回の研修は大変、意味のあるものとなった。
日本においても原発問題について議論がなされ
ているが、台湾でも同じような議論がなされて
いる。実際に民進党（野党）の議員の方や、立
法院を占拠したひまわり運動の学生と原発につ
いてどのように考えるのかを議論し、その他に
も日本の学生と台湾の学生の違いについても意
見交換を行った。
　また、立法院議員や学生との交流だけでなく、
日台関係を考察していくために、日本統治時代
の世代の方から直接話も聞いた。日本人として、
学生として何をすべきなのかという疑問に対し
て、大きなヒントを与えてくれた体験学習プロ
グラムであった。これからも両方の立場にたっ
て、周囲に実情を伝えていければと思う。

栗田　圭祐
（経営学部　経営学科　1年次生）
　今回の台湾での体験学習の中心テーマは「ひ
まわり学生運動」「第四原発の停止」の2つで
あった。いずれも、学生や市民が協力して行っ
たもので、経営学部の私が個人のテーマとして
掲げたのが「それぞれの団体、組織においてど
のようにして人をまとめたか」であった。特に
学生が中心となって行った立法院占拠は非常に
興味深かった。「ひまわり学生運動」の学生に
話を聞いた際、「立法院内での担当はどのよう
にして決めたのか」という質問から、学生たち
はいくつかのグループに分かれ、グループに1
人ずつリーダーを投票によって決め、リーダー
同士が話し合い、意見をまとめていたことがわ
かった。経営学でいう「事業部組織」で、これ
を学生たちが作っていたのだ。政治的関心度や

積極性は勿論のこと、組織作りでも日本の学生
より優れていると感じた。
　しかし、組織作り以前に政治への関心がなく
てはならないことも事実である。実際、日本に
もたくさんの問題があるが、日本の学生は動か
ない。その理由を私は「環境」によるのもだと
考えた。人は環境に左右される。でも、環境は
変えることができる。今回の体験学習を通して、
私たちがこの環境を少しでも変えていく必要が
あると考えるようになった。

小林　明日香
（国際文化学部　国際文化学科　1年次生）
　今回参加した体験学習プログラムは、全体を
通して、台湾に生きる人々のアイデンティティ
を感じるものであった。今回お話を伺うことが
できた人々に共通していたのは、一人一人が、
台湾は自分たちの国であり、この国の将来を担
うのは今を生きる自分たちであるという意識を
持っていること、そしてその意識に沿って自分
たちにできることをするという姿勢であったよ
うに思う。立法院にて田秋菫立法委員がおっ
しゃった、「自分の国は自分で作る」という言
葉が台湾の人々の中にあるアイデンティティで
あり、それこそが政治や社会問題への関心の高
さの理由であるように感じた。
　今回このプログラムに参加して、たくさんの
ことを学び、そこからまた新たな疑問が生まれ
た。もっと台湾について知りたいと思うと同時
に、わたしたちにはもっと色々なことを知る義
務があると思った。

立法院にて民進党の田秋菫議員に台湾のこれからについて
お話を伺った

ひまわり学生運動の参加者たち
共同通信台北支局で話を伺った
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小林　泰斗
（経済学部　国際経済学科　3年次生）
　今回の台湾のプログラムは、人権パークや反
核団体、原発職員、民進党議員やひまわり学生
運動の学生、日本統治時代の老夫婦やセデック
族の人など多くの人々から話を伺うことができ
た。
　日本の若者は政治的関心が低いと言われる。
一方、隣国の台湾では、学生たちや市民が政治
に対して大きく声を上げている。「かつての台
湾も、今の日本と同じく若者の政治的関心が高
かったわけではない。日本よりも今の政治に
よって直接被害を受ける人が多いから、行動し、
声を上げなければならない」とひまわり学生運
動に参加した学生らは話した。
　だが、日本でも危機感を感じれば自然と声が
あがってくるのだろうか。今の日本には本当に
危機感はないのだろうか。日本でも、米国から
の圧力や中国の脅威を感じている。国内では、
原発問題をはじめ議論を呼ぶ問題を多く抱えて
いる。こうした中で危機は静かに進行している
のではないだろうか。日本でも若者が行動を起
こす選択を迫られる日は、そう遠くないのかも
しれない。

佐藤　太亮
（文学部　歴史学科　3年次生）
　多くの内容が織り込まれた今回の体験学習の
中で、特に印象深い2点に絞って報告する。
　1つは、2014年3月18日、台湾の学生達が立法
院を占拠した太陽花学生運動のこと。これは、
急接近する中国に自分達の民主主義が脅かされ
るという危機感からの行動だった。参加学生が
語ったのは、専門分野ごとに政治の見方があり、
革命を目指すのではなく、1つの目標を変える
ことの大切さであった。故に、彼らは平和的に
一度は危機に瀕した民主主義を取り戻したので
ある。我々にも多くの課題が存在し、それを解
決しなければならない。決して対岸の火事では
ないと危機感を持った。
　そして、2つに古刹、龍山寺で日本語世代の
老夫婦にインタビューを行ったこと。台湾が親
日的だと表面上理解するのではなく、台湾の人
達が抱える複雑な感情や歴史を風化させること
なく次代に伝えていくと固く決意した。

228紀念館にて解説員の李素蘭さんに228事
件のことなどのお話を伺った

台湾の学生たちが3月18日～4月10日まで占拠した立法院　
立ちレポートを行った

台湾の古刹、龍山寺にて日本語世代のご夫婦にインタビュー
みんなで記念写真
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西村　紗帆
（法学部　法律学科　4年次生）
　現在では貴重となった日本語世代から私と同
じ世代まで幅広い年代、且つ様々な思想を持つ
台湾の人々と沢山交流することができた、この
旅の経験は私自身の考えの在り方を変えた。
　国際関係の渦に巻き込まれ続けている台湾と
そこに住む人々のアイデンティティとは何か、
そして日本についての認識とは何かという疑問
に一定の答えを見出せるインタビューが出来
た。随所で出会う台湾の人々と直接話すことが
出来たことは大きな収穫に繋がった。そこで学
んだことは、自分の意思を確固たるものにする
ことも人との対話であり、それを表明すること
もその対話の中で培われた自信から来るもので
あるということである。
　この旅で、私はまずは自分の考えを人に伝え
ることから始めようと決意した。

福元　杏理
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　今回の体験学習で、日本にいて報道だけで知
る“事実”ではなく自分の目で、また耳で台湾
の“今”を知ることができた。
　人々の政治に対する意識の高さや、一人一人
が他人事ではなく自分の国の未来を考えている
という姿勢は見習うべきものであると感じた。
また、自分たちも日本の未来に対して他人事で
はなく真剣に考えてみようというキッカケに
なった。
　“台湾”という国は、現地に行ってみると考
えていたよりも親切で思いやりのある人々が非
常に多いということを知ってもらいたいと思っ
た。

堀切　さや香
（文学部　日本語日本文化学科　3年次生）
　7泊8日の台湾での体験学習プログラムを通し
て、自身の知見を広めることができました。そ
れは学生である今だからこそ学べたこと、感じ
ることが多くありました。特に「原発問題」に
関する台湾と日本の共通点と相違点が視えたこ
と、台湾の学生らの政治関心・意欲についての
理解を深めることができたことが、今回のプロ
グラムに参加して得た大きな収穫です。「“環境
の刺激”にどう応えるか、で物事の見方・考え
方が変わる」と、日本語教育を受けた台湾人の
方に教えていただいたように、わたしたちが今
置かれている状況、環境に目を凝らしていきた
いと感じました。海外の人からの視点と自国に
ついての知識が交錯するとき、はじめて自分を
見つめ直すことができるのではないかと思いま
す。

921地震教育園區で3.11フクシマの写真展を観賞していた
姉妹にインタビューをした後、一緒に記念写真

市民活動団体　綠色公民行動聯盟と交流

921地震教育園區にて地震の耐久性の実験を
するメンバー
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引率教員講評　西倉　一喜（法学部教授）
「台湾という練習問題」
　今年8月末に台湾で行った夏季海外体験学習
プログラムは非常に有意義だった。近くて遠い
国・台湾の現在・過去を立体的に体験できたこ
とは、グローバル化が進む世界の共時性と日本
の今が抱える足元の課題を見直す機会になり、
参加学生たちに大きな刺激になった。プログラ
ムの実施状況を総括し、今後の参考にしたい。
　まず近隣諸国の中で台湾を選んだ理由は、タ
イムリーに今年前半に起きた太陽花（ひまわり）
学生運動や反原発運動の高まりがあった。市民
社会における政治参加問題を民主主義の形骸化
の恐れの中で問い直した一連の運動は日本に
とっても、特に政治離れが顕著になっている若
者たちに大きな問題提起をしているように思え
た。3月の学生らによる立法院占拠事件や4月の
反核運動による第四原発建設中止などに直接・
間接に関与した市民・学生らとの交流を通じて、
日本人が学べるものがあるのではないかという
期待感があった。
　加えて台湾は自分自身が国際報道記者として
何回も現地取材したことから知己も多く、土地
感覚もあり、言語的（中国語）にも不自由がな
く、短期間の現地調査の対象としては好都合
だった。過去40年近い断続した取材を通じて、
台湾の経済的発展と政治的民主化という東アジ
アにおける望ましい近代化モデルをそこに見出
していたことがある。こうした政治・経済・社
会構造のマクロな変化を現在のミクロな動向の
背景として押さえておく必要性を説明する説得
力のある教材を台湾は提供していた。
　それに台湾は半世紀にわたり日本の植民統治
下にあり、その親日的といわれる国民感情の内
実も含めて歴史問題に向き合う場を若者たちに
提供していた。日本の植民地統治が善意による
ものでないことは明白だが、結果的にそれが台
湾の近代化の基礎を築き、台湾住民の帰属感や
一体感を形成したことも通説となっており、若
者たちがそれをどこまで体感できるかという問
題意識もあった。
　また国際政治の見地からすれば、膨張する中
国の存在感の影で台湾住民がその主体性をどう
守り続けようとするのか。距離感や逼迫性の相
違はあれ、同じような影響をひしひしと感じつ
つある日本人として見極めたいという狙いも

あった。
　最後に台湾住民が本省人、外省人、先住民と
重なるエスニシティが矛盾を抱えつつも台湾人
としての新たなアイデンティを形成しつつある
点も、単一民族神話の中でグローバル化にとも
なう多様化の波にさらされる日本と比較してほ
しいという願いもあった。
　学問的な枠組みで言うと、今回の海外体験学
習プログラムは学生を巻き込んだ地域研究の試
みであり、主要なテーマを台湾の市民社会を動
かしているとされる「非暴力直接行動」という
新たな運動論と仮説設定したうえで、その可否
を総合的なフィールドワークで実証することに
あった。この野心的な目論見を参加学生の主体
的なかかわりの中でどこまで実を結ばせること
ができるか、それらの共同作業を通じてどのよ
うに彼らを啓発できるかが、プログラム実施に
あたっての最大の課題だった。
　プログラムの計画・実施段階で試みたいくつ
かの新機軸の目標と成果を評価してみる。
　第一に挙げられるのは事前学習の一環として
国内でのフィールドワークやシンポジウム参加
を組み込んだことだった。台湾の原発問題を取
り上げるにあたって、日本の現状を認識する必
要があったからだ。特に世界を揺るがせた福島
原発事故以降の日本の原発問題の状況を調べる
ために福井県南部にあるいわゆる原発銀座へ日
帰りのフィールドワークを実施した。これには
龍谷大OBで地元の反原発運動に長年従事して
いる山崎隆敏さんに同行していただき、反対派
の立場からの見解をうかがった。これは台湾の
原発問題を調査するうえで大いに役立った。ま
ず台湾に行く前に原発問題そのものに対する基
礎的な知見を得ることができ、日本の実情認識
をバックに台湾での反原発派および推進派（台
湾電力）のいずれとも踏み込んだ議論ができる

福井での事前フィールドワーク
高速増殖炉もんじゅを背景に白木海水浴場にて
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ことになった。台湾側にも「手ぶらできたので
はない」という真剣な取り組みぶりを印象付け
た。また交流の中で相互に学びあうことが可能
になったと思う。
　大阪で開かれたノーニュークス・アジアネッ
トワークのシンポジウムにも参加し、アジアで
国際的な反核の連帯運動を進める活動家から原
発をめぐる推進・反対両面での日台間の連動、
台湾の反核運動の特徴などを事前取材すること
ができ、問題の大きな枠組みを設定するうえで
非常に参考になった。
　第二に指摘されるのはこれまでにないアシス
タント起用や補助教員の協力だった。今回は龍
谷大学の大学院生に日本から同行してもらっ
た。台湾は言語的に重層的な社会だが、共通語
としては北京語（普通語）が使われており、交
流の大半は日本語・北京語の通訳が必要になる。
幸運だったのは中国からの留学生の王宇偉さん
（経済学研究科）が参加を名乗り出てくれたこ
とだ。彼は国内での事前学習の段階から積極的
に取り組み、問題意識を共有することになり、
意思疎通を円滑に進めることに大きな貢献をし
た。また彼は大陸出身でありながら台湾に大き
なシンパシーを抱いており、台湾と中国本土と
の新しい関係性の可能性について参加学生に新
鮮な展望を提示できたのではないか。それから
彼に大いに助けられたのは手堅いアポ取りの作
業に加え、彼の独自の人的ネットワークを通じ
て、台北市内の本願寺跡の見学や2015年1月に
日本で封切られる台湾映画「KANO」の先行
特別試写会が実現したことだ。このほか市民メ
ディア論が専門の松浦さと子教授（政策学部）
が加わり、台湾のメディア状況の解説に加え、
女性らしいきめ細かい気配りをしていただいた
ことがプログラム実施を円滑に進めるうえで大
いに助けられたことを強調したい。学外からも
協力の手が差し伸べられ、旧友の金沢学園大学
教授の酒井亨氏が台湾で途中合流し、台湾問題
専門家としての強みを生かして顧問役を務めて
いただいたことも付記しておきたい。
　第三に指摘されるのはプログラム全体が外部
団体への「丸投げ」ではなく、最初から手さぐ
り、手作りで、主体的に行われたことだ。その
ことが具体的実施段階でフレキシブルな対応を
可能にし、いくつかの喜ばしいハプニングを引
き起こした。たとえば第四原発への立ち入りは

不可能との現地旅行社からの事前連絡だった
が、地元反原発団体を通じての交渉で、台湾電
力が構内見学を許可してくれることになった。
また台中の地震博物館への見学は当初、予定さ
れていなかったが、東日本大震災の写真展が開
催中との現地情報をネットでキャッチし、急
きょ旅程に加えて、地震大国における原発の危
険性という日台両国の共通性の理解を深める機
会を得ることができた。
　一行が一時的にピンチに陥ったのは太陽花学
生運動との接触だった。アポで指定された場所
で長時間待ったが相手は連絡の行き違いで現れ
ず、小生の古巣の共同通信台北支局と酒井氏の
親しい野党、民進党の連絡網を総動員して、最
終的に仕切り直しの交流会を台北支局で開くこ
とができた。この交流会は台湾の学生の政治参
加意識の高さを知るうえで重要であり、同行の
学生も大いに考えさせられるところがあったの
ではないか。また台湾学生らの話から、学生運
動と市民運動との連動性の認識を引き出すこと
ができたのは大きな成果だった。
　また台北滞在中の半日をグループ活動時間と
して学生たちに市内を自由に歩き回り、住民の
対日感情について一般市民に生インタビューす
る機会を作ったのも日台の歴史的因縁を理解す
るうえで効果があったのではないか。
　第四のポイントはマルチメディアの活用だ。
プ ロ グ ラ ム の 募 集 の 段 階 か ら メ ー ル、
Facebook、YouTube、NHKなど重層的にメ
ディアを駆使して、連絡、学習、交流を行い、
一体感を培った。例えば、故宮博物院の見学の

台湾での体験学習プログラム
総統府の中庭にて
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準備としてNHKが特集した連続二回の番組を
参加学生は視聴し、その感想文を Facebook 上
にアップして、切磋琢磨した。また帰国後、学
生ウェブ新聞DIGITAL� PRESS には台湾の学
生との交流の記事を掲載し、体験の拡散を図っ
た。小生もプログラム内容を素材に京都新聞に
特別寄稿を二回行った。また松浦教授の指導で
学生たちがビデオ作品を制作し、学内コンテス
トで最優秀グランプリを受賞した。

　最後に今回のプログラムを一言で総括する
と、楽しく、ためになるユニークな学びの場だっ
たということができるだろう。参加学生はそれ
ぞれの感性で掴み取ったものを今後の人生で活
かしてほしい。台湾で盛り上がった「非暴力直
接行動」は今、香港を大きく揺さぶっている。
台湾と違って自らの国家を持たない香港の民主
化の前途は危ういが、台湾での経験をもとに、
その行方を見守ろう。



88

2014年度活動概要　第二部

■行　程　2015年2月19日〜2月24日　6日間
日　　程 場　　所 時　間 活 動 内 容

2月19日（木）

関西国際空港

グアム

パラオ

08：30
11：05
15：40
19：55
21：10

集合
ユナイテッド航空にて空路グアムへ
グアム着
グアム発　ユナイテッド航空にて空路パラオへ
パラオ着、ホテルへ移動

【コロール州　泊】

2月20日（金）

コロール州 午前

午後

M-Dock のゴミ処理場とリサイクルセンターを見学
在パラオ日本国大使館訪問
パラオ政府観光局訪問
JICA事務所訪問

【コロール州　泊】

2月21日（土）

ロックアイランド 終日 世界遺産ロックアイランド　エコツアーに参加
ミルキーウェイ、ジェリーフィッシュレイクなどで自然体
験

【コロール州　泊】

2月22日（日）

ペリリュー州 午前

午後

ペリリュー島　歴史探索ツアーに参加
平和博物館訪問
オレンジビーチにて環境保全ボランティア

【コロール州　泊】

2月23日（月）

コロール州 午前

午後
夕刻

JICA事務所訪問　協力隊員との面談
ナカムラ元大統領との面談
パラオ・コミュニティ・カレッジ訪問　学生との交流
ホテル着　休憩

2月24日（火）

パラオ
グアム

関西国際空港

未明
02：10
05：15
07：00
10：05

空港へ移動
パラオ発ユナイテッド航空にて空路グアムへ
グアム着
グアム発ユナイテッド航空にて空路大阪へ
関西国際空港着、解散

○海外体験学習プログラム／パラオ共和国【夏季】

■参加学生
内堀　裕介（社会学部　社会学科　2年次生） 後藤　和成（理工学部　物質化学科　1年次生）
小林　　愛（社会学部　社会学科　3年次生） 髙橋　政洋（政策学部　政策学科　2年次生）
多田　夏子（国際文化学部　国際文化学科　1年次生） 田中のぞみ（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
福井　貴登（経済学部　現代経済学科　2年次生） 山根　有貴（文学部　歴史学科　2年次生）
𠮷川　伸哉（社会学部　社会学科　2年次生） 余根田　敦（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
■テーマ、引率教員
松島　泰勝　経済学部教授「島嶼社会における環境、平和、国際関係を考える旅」

内堀　裕介
（社会学部　社会学科　2年次生）
　海外体験学習プログラムを通じて実際に見
て、聞いて、感じる意味を考えた。日本で普通
に生活しているとき、身の回りで起きている、
あるいは起こったもののほとんどはメディアや
人を媒介とした情報として私たちは受け取って

いる。それは一度誰かが消化したものであって、
その人の考え方が反映されているという部分が
避けられない。私は、この海外体験学習プログ
ラムに参加する前から、何が正しいのかがわか
らなく悩んでいた。しかし、直接自分が見て感
じたものというのは何よりもリアルで説得力が
ある。ペリリュー島での戦跡を見て回ること、
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パラオの自立のために、それぞれの組織で活動
されている人の生の声を聴くことで得たもの
は、大きなインパクトとして胸に刻まれた。そ
の体験や情報から自分で考え、他者と意見など
を交わしていくうえで、さらに自分の考えや主
張を持つことが、今の社会で生きる中で不可欠
になってくると考えた。

後藤　和成
（理工学部　物質化学科　1年次生）
　僕は、この海外体験学習プログラムが初の海
外渡航だった。僕がこのプログラムに参加した
いと思った大きな理由に、ペリリュー島に行き
学べるということがあった。ペリリュー島では、
いたるところに戦争の痕跡が残されており、触
れることができた。実際に体験することによっ
て、身をもって知ることができた。
　パラオではプラスチック、アルミ缶、有機物
は集められリサイクルされている。ウエスト
ピッカーとは、M-Dock に捨てられているゴミ
の中から、リサイクルできるものを集めている
人たちのことだ。僕が驚いた点は、このウエス
トピッカーへの周囲の認識についてだった。僕
は勝手に身分が低い方で、差別などされている

のではないか、と思っていた。しかし、思って
いたのとは全然違い、特に差別などもないとい
うことだった。
　僕はこの海外体験学習プログラムで、本で読
んだりテレビなどで見るだけでなく、実際に自
分の目で見て、耳で聞いて、触れて、パラオま
たは戦争について本当の意味で知ることができ
た。

小林　愛
（社会学部　社会学科　3年次生）
　パラオ共和国と聞いて、すぐにこの国のこと
がわかる人は日本にどのくらいいるだろうか。
パラオは人口約1万7千人の本当に小さな島
しょ国である。しかし、世界遺産であるロック
アイランドをはじめ、澄み渡るような海と緑豊
かな自然に囲まれた非常に美しい島である。
ビーチでみた海は日本の海とは違って、海の色
が3色の美しいコントラストになっていた。
　産業の大部分はこのような自然を活かした観
光で成り立っているため、国を挙げて環境保護
に取り組んでいる。その中には、ごみのリサイ
クルをビジネスとして成立させた日本人の姿が
あった。私は、自分の知らないところでこんな
にすごい日本人が活躍していることに驚き、良
いインスピレーションを受けた。
　最後に、パラオの良さを知って、もっと日本
の人に知ってもらいたいと思った。そして、文
化交流などを通して、お互いの国がともに発展
していけるとよいと思う。

M-Dock の模型を囲み JICA 隊員の話を聞いた

リサイクルセンターにて、有機ごみを肥料に変える施設を
見学し、日本人技術者の藤さんからお話を伺った

ミルキーウェイ、エコツアーに参加しパラオ
の大自然を体感した
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髙橋　政洋
（政策学部　政策学科　2年次生）
　私は、観光と環境を重視しているパラオに非
常に興味を持った。観光業を発達させつつ環境
を守ることは非常に難しいことだ。パラオでは、
現在多くの日本人スタッフがパラオのために働
いており、それぞれの立場からパラオを良くし
ようと取り組んでる。太平洋諸国では、観光地
として観光業に力を入れているが、環境がこわ
されてしまいつつある。こういった中で、パラ
オは比較的うまく両立を果たすことができてい
る。しかし、そんなパラオにも問題は山積みで、
ごみの問題、景観の問題、経済的な問題など様々
抱えている。今回のプログラムを通じて、この
ような問題に現在進行形で取り組む方々のお話
を聞けたことは、自分にとって非常に有意義な
ことだった。そして、真剣に観光と環境に取り
組むパラオだからこそ、両立の可能性が大いに
あるのではないかと思わされた。

多田　夏子
（国際文化学部　国際文化学科　1年次生）
　私はこのパラオのプログラムが初めての海外
渡航だったが、この旅で自分の勉強への意識が
大きく変わった。
　パラオの環境、観光、経済などを学び、どの
活動も大変充実していたが、「戦後70年」とい
う意味のある時にパラオを訪問し、特に戦争に
ついての考え方が大きく変わった。以前まで、
私は戦争について現実味がなく、他人事のよう
に感じていた。しかし、様々な戦跡を実際に見
て、戦争の現実を知った。当時の兵士は、私た
ちと同世代であり、戦い、亡くなっている。ま
た彼らはパラオに来る時、死ぬ覚悟を決めてい
たそうだ。今、死ぬ覚悟をしろと言われても、

私は絶対にできない。彼らもおそらく戦争はし
たくないと考えていただろう。この時代は日本
のトップが決めたことには必ず従わなければな
らず戦争から逃れられない。また、ナカムラ・
クニオ元大統領、偶然出会ったケルビンさんは
「戦争はいいことがない」、「平和を望む」と話
していた。パラオを訪れ、当時、実際に使われ
ていたものに触れ、見ることで現実味をもって
感じることができ、たくさんの人が平和を望む
理由が身にしみてわかった。
　今後、このパラオでの経験を多くの人に伝え、
世界平和を望む人を増やしたい。

田中　のぞみ
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　このプログラムに参加したのは、パラオ共和
国における外国人労働者の問題に興味があった
からだった。在パラオ日本大使館の方や JICA
の方など色々な方々のお話を通して、売春問題
などの現状も知ることができ、また実際にホテ
ルの従業員や飲食店で働くフィリピン人の生の
声を聞くこともできた。1年ごとの更新、その
上パラオ人の保証人が必要といった条件の下、
働く彼らに、安定はない。またフィリピン人に
至っては、費用対効果を理由にフィリピン大使
館が閉鎖されたそうで、名誉総領事がいる程度
のサポートらしい。人口1万7千人ほどの国では
外国人労働力が不可欠なのにも関わらず、彼ら
のためのサポート体制が不十分だと感じた。
　このプログラムを通してパラオ共和国の観光
業、ゴミ問題、歴史と文化など多岐に渡って学
ぶことができたが、いずれのインタビューにお
いても、参加学生各々の興味のある分野に関連
させて質問をすることができて、とても有意義
な時間となったと思う。

M-DOCKの藤さんに説明を受けている様子

ペリリュー島の洞窟にて、当時は約1000人が洞窟の中にい
たそうだが、12人でも息苦しかった
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福井　貴登
（経済学部　現代経済学科　2年次生）
　パラオでの海外体験学習プログラムを通じて
環境、平和、国際の分野を学び、過去、現在、
将来と多方面の視点で多くの学びを得ることが
できた。
　パラオは自然が美しく、それらを資源とし観
光産業が盛んである。しかし、観光産業と環境
保全は相反する関係性にあるため、経済と環境
が難しい課題に直面しているようだ。現在、観
光産業に依存することしかできず、今後、観光
産業の発展に努めるようである。しかし、発展
に伴い環境への人為的影響が考えられており、
これら2つのバランスを保ちつつ高めることが
求められている。
　また、パラオには過去の戦跡が残っており、
現代を生きる私達にその激しさをもの語ってい
る。これらの戦跡を単に「過去のこと」と終わ
らせるのではなく、現代に生きる私達は「平和」
について考え、伝え、将来につなげなければな
らない。
　環境、戦跡を守りつつ、これからこの国が、
どのように魅力をさらに引き出し、発展してい

くのかが楽しみである。

山根　有貴
（文学部　歴史学科　2年次生）
　行く先々で日本語を聞き、温かく迎えてくれ
たパラオの人々。戦争によって多くの影響を受
け、1994年に独立したパラオでは戦争は遠い昔
のことではなく、激戦区だったペリリュー島に
残った戦跡を実際に触ることができるようにし
ていることなど、訪れた人に戦争について考え
てほしいという気持ちが強い。「なるべく敵を
引きつけろ」と命令され、誰にも見つからない
ような山奥で亡くなった日本兵の遺骨の回収は
未だにすべて終わっていない。やり返すのでは
なく、これからのことを考えて動く。アメリカ
政府に有事のとき以外は軍事基地を置かないこ
とを認めさせた。戦力を持たないことを選択す
るほうが、よほど勇気のいることであり、終戦
から70年経った今、もう一度考えるべきことを
パラオ人の「戦争はダメ。みんな仲良く」とい
う考え方が提示してくれたように思えた。

吉川　伸哉
（社会学部　社会学科　2年次生）
　パラオというと、歴史好きの人や日本近代史
に興味がある人なら知っていると思うが、多く
の日本人学生は、そもそもそれが国ということ
すら知らないだろう。また、ダイビングを趣味
とする人ならすぐにわかるのではないだろう
か。パラオは日本人にとってはその程度の認識
でしかないが、かつて日本と深く結びついてい
た時代があるこの国では、多くの人が日本の生
活文化を知っている。この国は観光立国として、
世界でも貴重な自然、生態系の保存に国家を上
げて尽力している国として、太平洋諸島諸国家ペリリュー島にて　歴史探索ツアーに参加した

「ゴミ捨て場」へ向かう際の写真。左に見えるのは、現段階
ではリサイクルシステムが確立できていないタイヤの山

お世話になったクニオ・ナカムラ元大統領に「ふるさと」
をお礼に歌った
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のパイオニアとなっている。さらに、過去約15
年で米国からの資金援助比率を GDP 比で20％
〜30％削減することができるほどに、経済面で
も以前のアメリカ統治時代からの独立に向かっ
ている。他のハワイ、グァム、サイパンのよう
な南国のリゾート地とは色の違った環境重視の
人間共生型観光業を発展させる一方で、先の大
戦の激戦地として当時の戦跡を色濃く残したま
まで保存し、その戦いの存在とその地で戦った
兵士たちと住民との関わりを残している場所も
存在する。
　日本人には一度は実際に行って、体感しても
らいたい国である。

余根田　敦
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　このプログラムを通じて考えたことは、平和
とは一体何であろうか、ということである。ペ
リリュー島の戦跡を巡りながら、戦争の悲惨さ
を肌で感じ、自らの太平洋戦争に対する知識の
少なさも同時に痛感させられた。戦争という辛
い出来事から目をそらさず、向き合うことこそ、
現代を生きる私たちに求められていることでは
なかろうか。世界平和に向けた歩みを止めるこ

となく、一人ひとりが確固たる決意と意志を持
つべきであると、戦跡から感じられた。
　また、パラオと日本における太平洋戦争でも、
宗教が少なからず関与していた。常に死と隣り
合わせであった日本兵の心の拠り所としての仏
教。戦争と宗教は強い関係を有する。その関係
性を正しく理解することは、今日の世界的問題
を概観する際に、大きなヒントとなるであろう。

引率教員講評
松島　泰勝（経済学部　教授）
　パラオ共和国が、1994年にアメリカの戦略的
信託統治領から独立して、今年は21年目にな
る。今回の海外体験学習プログラムによって、
人口約1万7千人の極小国、パラオから学生とと
もに多くのことを学ぶことができた。項目毎に
学んだことを簡単に書いてみたい。
　①経済の自立。パラオが独立した時はアメリ
カからのコンパクト・マネーと呼ばれる援助金
に大きく依存していたが、観光業が発展して経
済の自立度を向上させることができた。パラオ
観光局、JICA パラオ事務所、日本大使館での
インタビューにより、パラオ経済発展の理由、
独自な観光政策、日本政府による援助の重点項
目、観光と環境の調和や人材の育成上の課題に
ついて認識を深めた。
　②リサイクル政策の成功。コロール州のリサ
イクルセンター、同州のゴミ処分場における
フィールドワークにより、太平洋諸島で最もリ
サイクルが成功していることがわかった。有機
廃棄物の土壌化、デポジット製の導入によるビ
ン・カン・ペットボトルの回収と輸出等の事例
を直接見たり、担当者から話を聞いた。
　③平和や戦争の意味についてペリリュー島で
深く学べた。本年4月に天皇皇后も訪問する予
定のペリリュー島において戦争の遺品を見た
り、実際に手で触ったりした。現在は森となっ
た戦闘場所や、日本軍が隠れていた地下壕を歩
いた。また、オレンジビーチでゴミ拾いのボラ
ンティア活動をした。体全身をつかって戦争の
悲惨さ、平和の尊さを感じ、考えることができ
た。戦後70年の意味をペリリュー島で考えると
いう貴重な機会であったといえる。
　④エコツアー参加による観光と自然の調査の
大切さを知る。ユネスコ世界遺産に登録された
ロックアイランド、ジェリーフィッシュレイク

米軍艦の艦砲射撃を受け、壁に穴が開いた旧日本軍の武器
庫。今は博物館として使われている

蒸し暑い洞窟内に置かれた観音菩薩
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のエコツアーに参加した。入島料として100ド
ル、さらに出国税50ドル（うち環境税が含まれ
る）の支払いが観光客に義務づけられている。
観光客にとって費用の面で負担になるが、その
ように集められた資金をつかってパラオ政府は
環境を守るための政策を実施していることを、
エコツアーに参加することで自分の目で確認す
ることができた。また、貴重な自然を本の上だ
けで認識するのではなく、自分の体全体を使っ
て理解することが可能になった。
　⑤クニオ・ナカムラ元大統領へのインタ
ビューで多くのことを学ぶことができた。パラ
オが独立した時に大統領であったナカムラ氏
は、父親が三重県出身であり、母親がパラオ人
である。日本とパラオとの関係、天皇皇后のパ
ラオ訪問に対する思い、パラオが国として存在
するために大統領として特に重点をおいたこ
と、草の根の視点で政治活動をすることの大切
さなどを聞くことができた。皆で「ふるさと」
を合唱するなどして、ナカムラ氏と交流した。
　⑥パラオ・コミュニティカレッジの学生との
交流。参加学生は夜遅くまで皆で「よさこいソー
ラン節」の練習をして、その成果をパラオの学
生に披露した。また学生個別に意見交換したり、

パラオの学生が同国の料理を龍大生に食べさせ
てくれた。日本から持参した着物をパラオの学
生にプレゼントしたところ、大変喜んでくれた。
　⑦危機管理に関する、大学、旅行会社、引率
教員による事前の打ち合わせは大変有意義で
あった。旅行を実施する過程においても対応を
とることが可能になった。コーディネーターが
事前、事後の学習に参加し、学生への動機付け
をするなど、本研修旅行が充実するものになる
上で大きな貢献をされた。可能であれば、担当
コーディネーターが補助員として学生とともに
旅行に参加するようになれば、より大きな効果
があがるものと考える。

クニオ・ナカムラ初代パラオ共和国大統領とプログラム参
加メンンバー
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○海外体験学習プログラム／スリランカ民主社会主義共和国【夏季】

■参加学生
小川　諒也（国際文化学部　国際文化学科　1年次生） 田部　　翔（経営学部　経営学科　3年次生）
中村　佳史（法学部　法律学科　2年次生） 野中　美華（理工学部　物質化学科　2年次生）
部坂菜津子（国際文化学部　国際文化学科　1年次生） 吉田　汐織（社会学部　コミュニティマネジメント学科　3年次生）
■テーマ、企画団体
特定非営利活動法人　JIPPO「スリランカ　仏跡と茶園の旅」

■行　程　2014年8月24日〜8月31日　8日間
日　　程 場　　所 時　間 活 動 内 容
8月24日（日） 関西国際空港集合

関西国際空港発

香港着
香港発

�9：10
11：10

15：45
20：00

集合
キャセイパシフィック航空にて空路
香港乗り継ぎ、コロンボへ

8月25日（月） コロンボ着 �0:45 着後、ホテルへ� 【コロンボ泊】
コロンボ
アヌラーダプラ

午前
午後

アヌラーダプラへ移動
農村体験� 【アヌラーダプラ泊】

8月26日（火） アヌラーダプラ
シーギリヤ
キャンディ

午前
午後

シーギリヤへ移動　到着後、史跡登山
登頂後キャンディへ移動
� 【キャンディ泊】

8月27日（水） キャンディ
ハプタレー

午前
午後

キャンディ視察、仏歯寺　見学
昼食後、ハプタレーへ� 【ハプタレー泊】

8月28日（木） ハプタレー 終日 グリーンフィールド農園及びリプトン加工場の見学
� 【ハプタレー泊】

8月29日（金） ハプタレー
コロンボ

午前
午後

ハプタレー幼稚園との交流
コロンボへ移動� 【コロンボ泊】

8月30日（土） コロンボ 終日 コロンボ市内　視察
空港へ� 【機中泊】

8月31日（日） コロンボ空港発

香港着
香港発
関西国際空港着

�0：35

12：00
13：20
20：00

キャセイパシフィック航空にて空路
香港乗り継ぎ、大阪へ

到着後、解散

小川　諒也
（国際文化学部　国際文化学科　1年次生）
　今回の体験学習で得たものはたくさんある。
スリランカで経験してきたことすべてが自分の
力になり、今はどんなことでもできる気がする。
たくさんの経験をしたが、特に普段生活してい
る日本とスリランカの違いに、とても刺激を受
けた。民族間の差別や過去の紛争から、これか
らの民族のあり方について考えた。また、プラ
ンテーションで働いている人々の生活やフェア

トレードの資金が用いられている現場を初めて
見たことで、その必要性について考えることが
できた。現地の人と交流をすることで、日本人
がもっていないような心の豊かさを知り、彼ら
の温かさにも触れた。海外体験学習プログラム
を通じて、自分にある気持ちが生まれた。それ
は民族差別についてもっと知ろうという気持ち
である。これから3年間、先入観にとらわれず、
自分の目で見て肌で感じ、様々なことを吸収し、
もっと多くのことを学ぼうと思う。
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田部　翔
（経営学部　経営学科　3年次生）
　私はこの体験学習プログラム参加する前に海
外の国で貧困問題の現状を知りたいと思ってい
た。今回は特に印象の深かった5日目の体験に
焦点を当ててレポートを書きたいと思う。
　最初にグリーンフィールド農園に訪れたが、
その時、従業員がとても楽しそうで勤勉に働い
ている印象を受けた。淡々と働いている日本の
工場労働のイメージとは違い、とても驚いた。
次にリプトンの工場を訪れたが、そこでは日本
の工場労働者に似ているイメージをもった。生
産効率もよく工場規模もグリーンフィールドよ
り大きかったが、人の手をあまり使わないオー
トメーション化によって労働者の働く意欲を
奪っているようにも感じられた。グリーン
フィールドで茶摘みをしている人の日給は620
ルピーほどで、決して生活は豊かとは言えない
が、皆きびきびと働いていて、とても心に余裕
を持っているように感じた。
　私はこのプログラムを通して、決して経済力
が幸福に直結するのではないと感じた。スリラ
ンカには今の日本では感じにくくなってしまっ
た幸せがあるように感じた。

中村　佳史
（法学部　法律学科　2年次生）
　今回のスリランカでの海外体験学習プログラ
ムは、共に学び、共に活動し、共に協力すると
いうテーマで行われた。豊かさとは何か、自分
の目で見て、心で感じるフィールドワークで
あった。このプログラムで最も感じ、学んだた
ことはスリランカの人々の信仰心の強さ、そし
て意外な所で差別が起きているということで
あった。仏歯寺では寺の外からでも通勤途中の
人がわざわざ足をとめて寺に向かって拝んでい
る姿を見て、日本ではあまりない光景で驚いた。
幼稚園ではシンハラ人とタミル人の児童が在籍
しており、シンハラ人の児童の教室の方がタミ
ル人の児童の教室より大きく、そういった所で
もわかりにくいが差別があった。日本ではあり
得ないことが多々あり、とても良い経験ができ
た。学生のうちにこのような経験ができたこと
は、これからの財産になった。
　現地でできたつながり、今回集まったメン
バーとのつながりを、今後も大切にしていきた
いと思う。そして何より、1週間という短い期
間ではあるが、スリランカという国に関わった
者として、今後も関心を持ち続けたい。

野中　美華
（理工学部　物質化学科　2年次生）
　フェアトレードの支援を受けている現地を訪
れ知ることができ、また“豊かさとは”を感じ
ることが出来るということが、今回の海外体験
学習プログラムへの参加動機だった。それらを
一番学ぶことができたのは5日目のハプタレー
でのプログラムだった。
　5日目、グリーンフィールド農園、加工場を
見学して感じたのは、紅茶になるまでの過程はグリーンフィールドの工場労働者の長屋

授業終わりの子どもたちと私

ハプタレーの幼稚園を訪問した際に子どもたちが真剣に
折り紙を折っている場面



96

2014年度活動概要　第二部

重労働であるが、従業員の人達は笑顔で活気に
溢れているということだ。またフェアトレード
によるそこでの支援の方法について、“フェア”
ということに重点をおき、学校や結婚式場と
いった公共施設へと反映されていることを知っ
た。商品に携わった人たちに直接支援されるだ
けではないのだと気付き、支援にもそれぞれの
理由と目的があるのだと改めて理解した。これ
からは先入観をなくし、他のフェアトレードに
ついてもより深く学びたいと思った。
　さらに、日本で感じている“豊かさ”と、ス
リランカで感じているであろう“豊かさ”は違
うのだと、現地の人達とふれあい、様々な街を
見ることでよくわかった。当然、他の国々も違
うのだろう。私はこの海外体験学習プログラム
をきっかけにより世界へと視野を広めたいと
思った。

部坂　菜津子
（国際文化学部　国際文化学科　1年次生）
　8日間の体験学習に参加し、まず印象に残っ
ているのは、日本にはない宗教の概念と、多宗
教が混ざり合っているにも関わらず、その全て
の宗教が保たれながら生活しているということ
だ。スリランカでは宗教が生活の一部にあり、
スリランカの人々は「感謝する」という心を忘
れず、その精神を代々伝えていた。
　もう一つ感じたことは、スリランカは確実に
発展しつつある国だ、ということだ。そして、
その過渡期の最中だからこそ格差が広がりつつ
あるという空気を感じ取った。生まれつつある
格差を、どう最小限に抑えられるのか、発展す
ることとは、そして、豊かさとは何かについて、
もっと考えていきたいと思う。私達が手を振る
と笑顔で返してくれるスリランカの人々の笑顔

が、何年か後に訪れてもそのままであってほし
い。

吉田　汐織
（社会学部　コミュニティマネジメント学科　
3年次生）
　今回の体験学習プログラムで学んだのは、「実
際に見る」ということの大切さである。スリラ
ンカに行く前は、内戦が終わったばかりで、ま
だ治安が悪いのではないかと思っていた。しか
し、町の人はみんな笑顔で話しかけてくれたり、
お店の前ではたくさんの人が話していたり、町
全体にとても活気があった。その光景を見て、
私の中のスリランカのイメージが変わった。ま
た、スリランカには仏教だけでなく、キリスト
教、イスラム教、ヒンドゥー教を信仰している
人がいる。町にはそれぞれの寺院や教会、仏像
があった。コロンボ周辺ではキリスト教の教会
が多く、ハプタレーではイスラム教徒と出会っ
た。違った宗教の人が同じ場所で暮らしている
ことがとても新鮮だった。また、どの寺院にも
熱心に念じる人がたくさんいた。日本では見た
ことがない光景だった。それだけ宗教が生活の
一部となっているのだと感じた。「百聞は一見
にしかず」という言葉があるが、この言葉が身
にしみて実感できる旅だった。

グリーンフィールドの加工場で紅茶になるまでの過程と
茶葉の種類の違いの説明を受けた

仏教寺である仏歯寺にて　観光客と参拝者が共存し、
観光している私たちは、少し罪悪感を覚えた

ハプタレーにある紅茶農園（グリーンフィールド）で現地
の方とお茶摘みを行っている様子
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○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
今井　夏帆（政策学部　政策学科　2年次生） 岡室　佑佳（文学部　英語英米文学科　2年次生）
近藤　美緒（国際文化学部　国際文化学科　2年次生） 柴田　真緒（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
樋口　朝香（国際文化学部　国際文化学科　2年次生） 山﨑あかり（理工学部　情報メディア学科　2年次生）
■テーマ、企画団体
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　2015年2月26日〜3月6日　9日間
日　　程 場　　所 時　間 活 動 内 容

2月26日（木） 関西国際空港

マニラ市・ケソン市

午前

午後

関西国際空港集合
関西国際空港発、フィリピン航空にて空路マニラへ
空港より移動
宿舎にてオリエンテーション【ケソン市　泊】

2月27日（金） ケソン市パヤタス地区 午前

午後

ゴミ捨て場周辺スラム訪問、家庭訪問、コミュニ
ティ見学
都市貧困コミュニティ住民の強制立ち退き後の再
定住地訪問� 【ケソン市　泊】

2月28日（土） マニラ市トンド地区

スモーキーマウンテン地区

午前

午後

スモーキーマウンテン地区についてのオリエン
テーション、住民を宿舎に招いて交流
オリエンテーション（文化、社会など）、ディスカッ
ション� 【ケソン市　泊】

3月1日（日） ケソン州ペレーズ地区 午前
午後 ケソン州アラバット島ペレーズ地区へ向けて移動

ペレーズ地区着、オリエンテーション
【ケソン州ペレーズ地区　泊】

3月2日（月） ケソン州ペレーズ地区 午前
午後 農業・漁業をしている家庭訪問、青年会メンバー

との交流� 【ケソン州ペレーズ地区　泊】
3月3日（火） ケソン州ペレーズ地区 午前

午後
先住民族アエタの人々と交流
フェアトレードプロジェクト生産者との交流、商
品生産体験、住民との交流、ホームステイ

【ケソン州ペレーズ地区　泊】
3月4日（水） ケソン州ペレーズ地区 午前

午後

地域の保健センター訪問、家庭訪問、旧日本軍滑
走路跡訪問
ディスカッション、交流会

【ケソン州ペレーズ地区　泊】
3月5日（木） ケソン州ペレーズ地区

マニラ市・ケソン市
午前
午後

マニラ市へ向けて移動
【ケソン市　泊】

3月6日（金） マニラ市・ケソン市
パンパンガ州ピナツボ地区

午前
午後

パンパンガ州ピナツボ火山被災地へ移動
被災地・教育施設などの見学、住民との交流、ホー
ムステイ� 【パンパンガ州ピナツボ地区　泊】

3月7日（土） パンパンガ州ピナツボ地区
マニラ市・ケソン市

午前

午後

マニラ市へ向けて移動
戦跡「死の行進」記念碑見学
旧日本軍による戦争被害者との対話

【ケソン市　泊】
3月8日（日） マニラ市・ケソン市 午前

午後
戦跡（サンチャゴ要塞など）を訪問
ディスカッション� 【ケソン市　泊】

3月9日（月）
関西国際空港

午前
午後

マニラ市内視察、空港へ移動
マニラ発、フィリピン航空にて空路大阪へ
関西国際空港着、解散
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今井　夏帆
（政策学部　政策学科　2年次生）
　「貧困と戦争」をテーマとした海外体験学習
プログラムは非常に有意義なものであった。プ
ログラムを通じて感じたことは主に2つある。
　1つ目に感じたことは、裕福さと幸せはイコー
ルではないということだ。フィリピンでは、そ
の生活が当たり前で毎日を楽しく過ごしてい
る。子供が笑顔で遊び、民泊で楽しく暮らす様
子などを見て感じ、私の中の価値観が変わった。
しかし、仕事や教育、医療サービスについてな
ど基本的な人権が侵害される深刻な問題はたく
さんある。これらの解決について考えていく必
要がある。
　2つ目に日本の歴史上でのフィリピンに対す
る行いが想像を超える残虐さであったことだ。
このツアーに行かなければ知らなかった事実が
たくさんあった。これらは教育でしっかりと教
えられることはないので風化が恐れられてお
り、事実を知った者が伝えていかなければなら
ないと思った。
　今回のプログラムを通して、日本について
もっと学ばなければならないと感じることが多
かった。日本で「学ぶ、知る、伝える」ことを
実践しつつ、今後フィリピンとどう関わるかを
更に考えていきたい。

岡室　佑佳
（文学部　英語英米文学科　2年次生）
　私はこのツアーで、仲間とディスカッション
をするうちに、貧困とは何なのかわからなくな
ることがあった。私たちの感覚で見ると、家庭
訪問で訪れた家族は貧しい暮らしであるように
見えたが、彼らにとってはそれが普通の生活で
あり、たくさんの笑顔や温もりがあり、彼らな

りに楽しく暮らしているのだと感じ、彼らは貧
困ではないのかもしれないとも思った。しかし、
アクセスのスタッフの話を聞いて、そんな風に
も見えるが笑顔の裏には悲しみや困難があり、
今の状態をいつまで維持することができるのか
わからないし、心の豊かさがあるだけでは人は
生きていけないのだとわかった。医療、教育や
仕事面でもまだまだ問題点があり、やはり貧困
は存在しているのだと感じた。そして、その原
因は私たち先進国側にもあるのだということを
忘れず、フィリピンの人々の生活を想像し、こ
のツアーで感じた気持ちを持ち続けたいと思
う。

近藤　美緒
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　現状について学習し、現地を訪れ、人々と交
流したのち、ディスカッションを通じて互いの
理解を深め合うというサイクルの中で、貧困や
戦争について頭をフル回転させた12日間で
あった。本プログラムでは現地に住む一個人と
の対話の機会が多数設けられており、生の声を
聞くことができた。テレビや新聞、インターネッ
トなどのメディアからの情報だけでは、フィリ
ピンという一国の表面的なことしか捉えられな
い。そこには多種多様な人々が住んでいて、彼
ら一人ひとりの考え方や主張、願いがある。加
えて、話をしてくれる彼らの表情や感情の起伏
などは、決して日本で調べられるものではない。
その実態に自分の五感を通じて真摯に向き合っ
たことから、これまでの自分の視野を広げる大
変貴重な経験となった。今後、グローバル化が
進む社会の中で、この12日間から学んだ、物事
を多面的に捉えることや本質を捉えることの重
要性を念頭に、より一層自分の見識を高めてい

「死の行進」記念碑見学　強制的に歩かされる様子が銅像で
再現されている

フェアトレード事業で活動するメンバーに教えてもらい、
カード作り体験をしている様子
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きたいと感じた。

柴田　真緒
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　私はこのツアーでのオリエンテーション、現
地訪問を通してたくさんのことを学んだ。そし
て、何度もディスカッションをすることで貧困
や戦争について本気で考えた。皆の意見を聞い
たうえで自分の考えを見い出し、人に伝えるこ
とは決して簡単なことではなかったけれども、
この過程を通して受動的な自分から能動的な自
分に少しでも近づくことができ、参加前より成
長した自分がいた。さらに、ホームステイや家
庭訪問でたくさんの人と出会い、現状や生活に
ついての話を聞く中で辛さや悔しさから目に涙
を浮かべる姿を何度も目にした。一度関わりを
持った彼らの抱える問題は、もう他人事ではな
いし、一緒に解決していきたいと強く思った。

樋口　朝香
（国際文化学部　国際文化学科　2年次生）
　私はマスメディアや大学の講義を通して「貧
困」について理解していたつもりだった。お金
がない、食べ物がない、住む場所がない、そん
なイメージも抱いていた。今回、貧困問題を抱

える国の一つであるフィリピンに訪れ、12日も
の間、実際に自分の目で見て、感じて、聞いて、
フィリピンに住む人々が抱える様々な問題や
フィリピンと日本との歴史的な関わりを知り、
考えることができた。そして、たくさんのフィ
リピンの人々と接していく中で貧困とは何か、
何度も考えた。自分の抱いていたイメージのよ
うに「何かがない」状況にある人は多くいる。
しかし、その中でも笑顔で毎日を過ごし家族を
大切にするフィリピンの人々は、私たち日本人
にないものを持っていると感じた。今回のプロ
グラムで経験したことを自分自身のこれからの
行動をつなぐ重要な一歩として活かしていき、
そしてフィリピンの人々から学んだことを忘れ
ず過ごしていきたいと強く感じる。

山﨑　あかり
（理工学部　情報メディア学科　2年次生）
　フィリピンで貧困についで学んだ12日間。首
都マニラでは高層ビルが立ち並ぶすぐ隣にスラ
ム街が所狭しと詰まっていた。これがフィリピ
ンの社会問題である貧富の差である。フィリピ
ンは長い間、植民地支配の下にあり、資源の奪
い合いに負けて貧困国となった。社会サービス
の欠乏や児童労働の問題も多くあり、お腹を十
分に満たすことができない、勉強したくても学
校に通うことができない、そういった貧困層が
国の半分以上を占めている。しかし、その貧困
は先進国が途上国の安い資源や労働力を利用す
ることによって作り出していることを知った。
私たちは製品を買うとき、それがどういう賃金
でどういう環境で作られているのか考えなけれ
ばならない。貧困をなくすには貧困でない人も
一緒に考えなければならない。貧困でない日々
を過ごせる人が増えるように私たちは生活を見
直していかなければならないと思った。

ディスカッションで出た皆の意見をまとめ、発表をしている私

パヤタス地区での散策の様子

実際に引率NGO団体より援助を受けている家庭への訪問
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■経緯・目的
　国内・海外の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、
今後のボランティア活動や大学生活等にどのよ
うに活かしていくのかを発表する機会として、
プログラムの一環として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、誰でも報告を聴ける形で実
施しました。

■概　　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・参加者人数 テーマ

2013
年
度�

春
季

フィリピン共和国
参加者：8名

「フィリピンで学ぶ
ピープルパワー」

カンボジア王国
参加者：7名

「地雷畑で『平和』を
学ぶ」

鳥取県智頭町
参加者：15名

「過疎の山村再生と、
魅力的なまちづくりを
学ぶ」

2014
年
度�
夏
季

台湾
参加者：8名

「台湾の学生・市民活
動団体と交流する旅」

スリランカ民主社会主
義共和国
参加者：6名

「スリランカ　仏跡と
茶園の旅」

岐阜県揖斐川
参加者：11名

「川と森の恵みを活か
したまちづくり　〜揖
斐川流域から提案する
穏豊な社会〜」

2014
年
度�

春
季

パラオ共和国
参加者：10名

「島嶼社会における環
境、平和、国際関係を
考える旅」

フィリピン共和国
参加者：6名

「貧困の中で生きる
人々と� 出会い、向き
合う旅」

富山県南砺市
参加者：15名

「富山・五箇山・合掌
の里グリーンツーリズ
ム体験」

■コーディネーター所感
　体験学習プログラムに参加した学生達は、報
告会に向けて同じプログラムに参加した学生同
士で発表をまとめることによって、体験を通し
て自分達が学んだこと、感じたことを改めて共
有し、より学びを深めることができています。
プログラム参加後も継続して学び続けたり、行
動し続けたりしてほしいと思います。
　また、国内・海外での様々な社会問題やそれ
に対する取組みへの関心を広げ、体験学習プロ
グラムへの認知度向上のためにも、報告者以外
の参加学生数が増加するよう、本報告会の広報
に引き続き力を入れていきたいと思います。

〈報告者：東郷　珠江
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉

事 業 名 体験学習プログラム報告会

日　　時
2013年度　春季：2014年4月24日（木）� 17時30分〜19時30分
2014年度　夏季：2014年10月17日（金）�17時30分〜19時30分
2014年度　春季：2015年4月20日（月）� 17時30分〜19時30分

場　　所
2013年度　春季：瀬田キャンパス　6号館プレゼンテーション室
2014年度　夏季：深草キャンパス　21号館201教室
2014年度　春季：瀬田キャンパス　6号館プレゼンテーション室

実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 2013年度春季：64名、2014年度夏季：66名、2014年度春季：61名




