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３－１ イスラム圏で、釈迦の気持ちを学ぶ 

赤羽 洋 

 

はじめに、研修を無事に終えられたこと、それを全面的に支援してくださった、地球環

境基金、OISCA のスタッフの方、現地のスタッフの方、NGO の方など、この研修に携わって

頂いたすべての方に厚く御礼申し上げます。こうやって、多くのことを学んで、誰一人欠

けることなく帰って来られたのは、一重に皆様のお陰だと思っています。本当にありがと

うございました。 

僕は今、大学で主に森林計画学を主体に勉強しています。その中で環境と経済という面

で、先進国の略奪伐採について学ぶ機会がありました。国内で環境保護を訴えている面と

は逆に、海外では安価だからと言う理由で生物の多様性を無視した皆伐。日本では里山や

人工林の荒廃が進んでいるにもかかわらず、今でも様々な地域から外材を輸入しています。

この背反性に対してどうやって考えていけばいいのか、では日本人としてどうやってこの

問題と向き合っていけばよいのか。見えない部分である途上国の人々の思いや実際の肌触

り、感触みたいなものを確かめてみたくなりました。ある意味、贖罪の気持ちと言っても

良いかもしれない、そんな気持ちでこのプロジェクトに参加しました。 

最初、ダッカ国際空港に降り立ったとき、僕は衝撃を受けました。真夜中、降りしきる

雨、少し先に見える白い柵。その柵に先に見えるのは手すりにつかまりこちらをじっと見

ている人々。その光景はあまりに衝撃的でした。日本という国にいたのでは絶対見ること

のできない光景。発展途上国に来たのだという実感。途上国に来たことは今までなかった

ので衝撃を受けました。そして、更にそれに追い打ちをかけるように衝撃が訪れたのはバ

スに乗り込んだときでした。 

「コンコン」 

バスの窓を叩くような音。振り向いてみるとそこには子どもがいました。そう、物乞い

です。彼は僕の目をじっと見ながら、お金をくださいと訴えるような動作をしていました。

全く初めての体験でした。どうしたらいいのかわからず、少し目を見続けた後、目を逸ら

しました。その後もバスの窓を子どもは叩き続けました。コンコン、コンコン・・・。 

その音が僕の耳にはまだ鮮明に残っています。日本という国、バングラデシュという国、

生まれた国が違うだけでこうも違ってくるものかと。きっとそれは知識としては持ってい

たのだと思います。日本という国は本当に恵まれている国だと。しかし、実感としては持

っていなかった。きっとそういうことはいっぱいあるのだろうと思います。知識として知

った気になっていて実際は何も知らない。ソクラテスではないけれど行ってみてまずそれ

を実感しました。それと同時にじゃあ、この国のために、さっきの子どものために何がで

きるのだろう。それが今回の研修の中で考えていかなければならないことにもなりました。 

 そして OISCA 研修センターや JICA の産廃プロジェクト、ローカル NGO など様々な場所を

見させて頂きました。それぞれの団体が独自の目線でバングラデシュの為に何ができるか

を考えていて、どこも参考になりました。もちろん、様々な問題も生じていてそれらをど

う解決していくか、将来的なプランはどうするつもりなのか。そういった面でも色々な解

決策や試行錯誤が垣間見られる団体もあり非常に興味深かったです。特に AAN（アジア砒

素ネットワーク）については一人一人提言をする時間を頂き、自分の思い、考えを伝えら
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れたというのはこちらとしてもモチベーションがあがり、大変有意義な時間を過ごせたと

思っています。 

そして、自分が一番興味を持っていたのがマングローブ植林です。この時点では僕は植

林事業をどのようにして村人に利益が還元できるようにするべきか、ということが重要で、

その部分についてどのように取り組んでいるのか、ということに非常に興味がありました。

というのも、今までのプロジェクトサイトでは、ある程度プロジェクトが軌道に乗った時

点で村人への委譲や、村人自体が管理していくことが最も望ましいと言うことを実感とし

て感じていたからです。 

よって、きっと何らかの形で村人に委譲しつつ自立的な森林管理と植林拡大を行ってい

けるのではないだろうか、と思っていたからです。しかし、なかなか理想的に進まないこ

とが色々と見えてきました。政府が要請した国有地にしか植林できないことや国有地のた

めに植林しても利益の分配が難しいなど、村人自身でなかなか上手く経営できないことが

わかりました。森林の持つ国土保全の面や、水源涵養機能なども考慮に入れなければなら

ないとはいっても、政府としてやらなければいけないことが多く、後回しにされてもしょ

うがないのかな、という印象を持ちました。これから、バングラデシュ政府には色々なこ

とに対してバランスを持って政策を打ち出してほしいと切に願います。賄賂なんてやって

いる暇があったら。 

こうして、色々なプロジェクトサイトを巡って、色々なことを感じて、帰りに最初にあ

った少年のことを思い出しました。僕は彼のために何ができるでしょうか。まだ、知識も

なければコネクションもない。きっと彼を救う力は僕にはないと思います。日本の略奪伐

採についてもそうです。僕にはそれらを止める力もなければ、それを正しいように導く力

も知識も持っていない。だから、今自分にできることって何だろうと考えたとき、それは

それらを感じていて忘れないことなんじゃないかな、と思いました。世界にはいろんな人

がいて、きっと誰もが無意識に繋がっていて、お互いどこかで出会っている。今の僕にで

きることはそんなことを考えることなのだろうと。そして、それらを忘れることなくより

成長することを目指すことだろうと。結局は気持ちの問題になってしまって、自己満足に

なってしまっていますが、個人として自分が感じたことを色々な人と話してより理解を深

め、人のためになることができたら良いと思います。そんなことを言っておきながら、現

実問題として、日本に帰ってきてからもエビが入っているカップ麺を食べてしまっている

自分もいたりします（そんな時、あちゃ～駄目だなぁ、自分。と思います）。 

大人になるにつれ、人は自分の周りのものがより大切になっていくと思います。半径１

ｍ以内の世界がとても大切なものになっていくと思います。それはすごく重要なことで、

それができない人はその周りの人も大切に思えないでしょう。ただ、僕はまだまだ、その

円から飛び出て色々な世界を見てみたいと思っています。バングラデシュで色々なことに

出会ったように自分の周りの世界はもっともっと色々な問題や素晴らしいことにあふれて

いるはずです。それらに触れて、もっと成長できたら本望です。 

最後になりますが、このような機会を用意して頂いた地球環境基金、OISCA 様にもう一

度感謝の言葉を言わせて頂きたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 81



バングラの美しい風景たち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バングラの子どもたち     美しい友情！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOVE&PEACE                    GIANT  FISH 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasogare                              ドンノバッ 

 

 82



３－２ バングラデシュでの三週間 

                 泉川 洸 

 

 今回の研修は 3週間という比較的長い期間だったので、時間があるだけバングラデシュ

を広く知ることができたと思うし、自分の関心のある部分は掘り下げることができたと思

う。研修に当たり考えていたことは現地での NGO の活動を比較して考えること、二つ目に

環境問題と関連する問題群を考え日本と比較すること、三つ目に自分自身が現地化するこ

と。これらの目的を掲げ、バングラデシュでの体験や人との出会い、自分自身が変わった

ことを考え整理してみたい。 

  

 バングラデシュの東西南北を移動し、いくつかの NGO や二国間援助機関を訪れ貴重な時

間を得ることができた。この国の NGO を知り一番意外だったのは NGO が本来の役割である

支援活動だけではなく企業のように利益を追求していることだった。その一つが滞在二日

目に買い物をした現地 NGO の BRAC のアーロンだった。ここでは服や雑貨、民芸品などが販

売されており、その売り上げを BRAC の資金源としている。日本では商品の販売を目的とし

たイベントはあるものの、NGO にそんなイメージはなかった。また本で読んでいたグラミ

ン銀行は全国にまたがりマイクロクレジットを行っていた。さらにはグラミンフォンとい

う携帯電話会社も創立していて、想像を超えた NGO の姿を見ることができたと同時に複雑

な心境だった。もちろん資金源を得るための目的はあるかもしれないが、その店をダッカ

や地方都市に構える存在感は異様に感じるぐらいだった。グラスルーツで活動する AAN、

UBINIG、POUSH、BARD の訪問ではそれぞれ活動の個性があった。どの NGO でもポイントと

なるのが現地に根ざした活動、女性のエンパワーメント、宗教観の尊重だったと思う。特

に宗教に関してはそれを意識し過ぎるでもなく、ムスリムとヒンドゥーの共生を図ること

は欠かすことのできない配慮だったかもしれない。 

 

 ダッカは 20 年前ほとんど何もない土地だったという。それが独立してから急激な成長を

遂げた。私は空港を出て市内に入り、中心部の建物やネオンの多さに驚きもした。人やリ

キシャの多さに道は混雑を極めていた。日本の 4割の土地で人口 1億 4736 万人の国は想像

を超えていた。コックスバザールでのマングローブ植林は、その意味の重要性を改めて知

った。このプロジェクトは生態系を豊かにするだけでなく、漁師が多いこの地域では住民

の生活や収入と密接に関わっており自然災害からも守ってくれる。そして植林を教育に組

み込んでその大切さを伝えることも同時に行われていた。田舎に行けば行くほど気になっ

た点がインフラや保健医療システム、家庭の収入源、女性やこどもの人権についてだった。

日本ならば地方にいっても学校や医療施設はある。そして情報網もインターネットが復旧

していて、それほど不便さも感じない。住民の生活はその土地に根ざしているからライフ

スタイルに違いがあるものの、まだまだ不安定要素の多い暮らしぶりが多いことが見て理

解することができた。現地のオイスカスタッフの人達は地道な植林、環境保全の大切さの

伝達など行っていると聞き、少しずつかもしれないが人が人に影響を与えていく様が想像

できた。政府関係者の視察もあるらしく、政府もことの重要性を考えているようだったが、

肝心の現地の人々への影響や意識の変化をあまり聞くことができなかった。 
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 バングラデシュといえば、ルンギやサリー、ガムシャなどの伝統的な織物、そしてリキ

シャやたくましい運転手さん、好奇心旺盛な子どもたち。ムスリムという宗教や世界観に

対して閉鎖的なイメージがあったが、そんなことは現地の人と接しているうちにむしろ自

分の方が消極的であるように思えてきた。サバールのオイスカトレーニングセンターで寝

食を共にした研修生や先生たちはみんな人間味があり温かさがあった。ここでの 10 日間は

まさに現地の生活に慣れるための最初の試練だったかもしれない。食事にカレー味のもの

がないことはないし、朝は五時半の起床。日本での生活よりも健康的だったに違いない。

農業実習やニワトリの解体は人間本来の生活のための知恵や自然の厳しさを思い出させて

くれた。また一日中二人乗りのリキシャをこいで働いている人や、6 ヶ月間の決められた

スケジュールの中で研修を行っている研修生の生活からは人間力の凄さを感じずにはいら

れなかった。この国で生きていくには、並大抵の日本人では生活していけない。そんな風

に思った。 

 

 海外派遣研修(バングラデシュ活動体験コース)は国や人に触れ考えるプログラムが多く

組み込まれており、経験の浅い自分にとっては十分過ぎるぐらいの内容だった。また一緒

に行ったメンバーや同伴者と言い張るオイスカスタッフや地球環境基金の方々から色々相

談やアドバイスをしてもらい心強かった。色々な話を聞いたのでこれからの人生が豊かに

なりそうだ。メンバーはバックグラウンドや考え方が一人一人違い、時々ハッと気づかさ

れたことや忘れていたことを思い出させてくれる場面が多々あった。自分にとってネック

であった英語は、英語力ではなく気持ちを伝えたいというパッションや生き方が大事であ

ることも分かった。 

 今回の研修で何が変わったか考えてみると、一つは先進国と途上国の定義の曖昧さを考

えることとなった。それはモノの豊かさはもちろん、人間としての豊かさは国が違うから

といって図ることはできない。研修前にずっと疑問だったことがあり、どちらの国が幸せ

なのかと考えていた。現代日本にも多くの問題があり、途上国にもそれと同じくらい問題

がある。しかし、その深刻さの度合いは違うかもしれない。どちらが幸せかというのは社

会背景も違うし、人によって生活観も違うので図ることができない。これからの考え方と

して、南北や先進国・途上国という考え方はやめようと思う。 

 最後になるがこのことだけは忘れないで、自分の次のステップにつなげたい。地球環境

基金・オイスカのバックアップしてもらった方々、バングラデシュの現地の方々、メンバ

ー一人一人に感謝したい。そしてこのプログラムが継続され、また次に行く人達のために

何らかの貢献ができるよう願うと同時に、自分自身も精進していきたい。 

 84



３－３ 出会いと成長の日々 
竹森 絵望瑠 

 
2006 年 8 月上旬、私は大学生として送る最後の夏に、何か思い出に残ることをしよう
と考えていた。私の中では漠然と「途上国でのボランティア活動に挑戦したい、しかもで

きるだけ長期間で」という思いがあった。なかなか条件の合う企画に出会えなかったが、

それでも暇を見て情報収集を続けた。 
そんな中、今回の研修に出会った。バングラデシュという、私だけでは絶対に選択しな

いであろう訪問先に胸をときめかせ、だめでもともとのつもりで応募した。 
 
参加が決定してから、バングラデシュという国を知る作業が始まった。 
調べてみると以外にも、バングラデシュ国に関して、多くの情報を得ることができた。

しかし、その多くがネガティブなものであり、世界の最貧国の一つであることや、経済的・

政治的な課題についての情報が主だった。また、治安・衛生面ともにあまり良い情報はな

かった。日本で得られた情報は、私にとって非常にプレッシャーとなり、無事に帰国でき

るものか、いや、今からでも研修を辞退したほうがよいのではないかと考え始めた。しか

し、辞退する勇気もなかった私は、ネガティブなイメージで頭を膨らませながらも、「何と

かなるさ」という気持ちで、出発の日を迎えた。 
 

2006 年 9 月 15 日、成田空港に降り立った私の心は、無事帰国できた喜びに勝るほど、
バングラデシュという国に出会えた喜びで溢れていた。 
首都のダッカでは、人々の生きるパワーをひしひしと感じることができた。エネルギー

に溢れた都心の雰囲気は、同じ都心として比較して、どこか冷たい感じのする東京とは異

質のものであった。ダッカでは、人と人との距離が非常に近かった。私たち外国人に対す

る興味の示し方もあからさまであった。東京で生まれ育った私は、初めはその距離感にと

まどったが、慣れてしまえばバングラデシュの人々に感化され、自分も元気になっている

ことに気づいた。 
オイスカの研修センターでは、同世代のバングラデシュ研修生と寝食をともにし、日中

は農作業をした。ダッカを離れる最後の夜に、現地研修生の一人が、 
「自分は貧しい国に生まれ、日本からの研修生と仲良くなれるか不安だったけど、一緒

に作業をするなかで、日本人の優しさに触れ、肌の色や国籍は関係ないのだ、と感じた。」

と、言っていた。私が感じていたものとまったく同じ不安を、彼らも感じていたのだとわ

かり、本当に感動した。人間であれば通じ合える部分があることを教えてもらった気がし

た。 
また、どこに行っても感じたことに、バングラデシュの人々の優しさがある。ある日出

会った家族のことが忘れられない。彼女たちは、農作業中、突然のスコールに見舞われた

私たちを、快く軒先に招き入れてくれたのだ。母親と娘２人で暮らしているそうで、部屋

の中には大きめのベッドが１つしかなかった。農作業で泥だらけの私たちに、「構わないか

ら」と、ベッドに座るように勧めてくれた。それだけではなく、棚の奥からクッキーを出

して持てなしてくれたのだった。 
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自分の持っているもので一番いいものを人に分け与える、ということは、素晴らしいこ

とだが、とても難しいことだ。それをすんなりとやってしまうこの国の人々の温かさに、

私は非常に感動した。 
滞在期間中に接した人々の印象は、出発前のイメージである「貧しくて不幸」なものな

どではなく、自然とともにシンプルに生きている、というものである。そして、特に農村

部では、皆のびのびと生きていると感じた。 
しかし、プラスのイメージとともに、私の目にはバングラデシュの問題も映った。 
出発前には、バングラデシュの都市インフラ整備の現状と、廃棄物処理方法について興

味があった。しかし、現地で一番考えさせられたのは、多くの子供が大人顔負けに働く光

景であった。特にダッカでは、靴磨きをする子供や、リキシャをこぐ子供、食堂でウエイ

ターをする子供や、ウエストピッカーとして埋め立て地で働く子供がいた。 
バングラデシュでは、両親に面倒を見てもらえない子や、両親の離婚などによって家庭

を失った子が、ダッカに集まり、ストリートチルドレンになるケースが多いという。そこ

では、生きるためにどんなに幼くても働かなければならない現実がある。 
そして今私は、バングラデシュの教育制度に関心を持っている。どんなことに自分が興

味を持つのかは、自分にもわからないものだと感じた。日本国内で情報収集をすれば、自

分に必要な部分だけを見聞きして、考えを作り上げることは出来る。しかし、実際に現実

に触れることで、見えてくる問題があるし、新しい自分に出会える。 
 
未知の国を知ろうとするとき、その国の歴史や人口・経済指標などの数字はとっつきや

すい。基本的な知識としてそれらを学ぶことは、意味があると私も思う。これらの情報は、

インターネットを通じてなら、それこそ山のように得られる。しかし、今回の研修では、

いい意味で、イメージを裏切る多くの現実に出会った。温かい人々や雄大な自然、エネル

ギッシュなバングラデシュの空気など、私の胸には、実際に行かなければイメージするこ

とさえなかったであろう光景がたくさん詰まっている。 
メディアを通じて知ることが出来る世界には限界があることを意識しなければいけない。

画面・紙面を通じて特定の国や人々を判断してはならない。自分にはわからない部分が世

界にはたくさんあると意識しているべきだ。メディアを通して見ていたときには、まだ見

ぬバングラデシュ人全体を一くくりにして語っていたが、実際に現地へ行き、人間同士の

交流を深める中で、バーチャルではない実際の友人ができ、今は彼らと文通をしている。

なんて感動的なことだろうと思う。 
本当に、私たちの周りにある現実の世界は、素晴らしい驚きに満ちている。 

 
最後に、研修を支えてくださったたくさんの方々に感謝するとともに、今回の経験をこ

れからの自分自身の人生に活かすことで、みなさまからの優しさに報いたいと思います。 
 
全ての出会いに感謝しています。ありがとうございました。 
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３－４ 初めての体験で感じた大切なこと 
中村 あゆみ 

 
この海外研修への参加者を募集していることを知ったとき、まず「行ってみたい！」と

いう気持ちで頭がいっぱいになった。しかし同時に私の心の中には大きな迷いと不安が渦

巻きはじめ、申込書を提出するに至るまでには少なからず勇気を必要とした。私はそれま

で全く海外への渡航の経験がなかったのである。私は大学で環境社会学の勉強をしており、

環境問題と同時に解決せねばならない多くの途上国問題について関心を持っていた。貧困

ゆえに食糧や医療サービスを十分に確保することができない人々が、同じ地球上に多く存

在しているのが信じられないほど、日本にはモノが溢れかえり不要になった食べ物は処分

されている。大学を卒業したら、日本での日常に埋没してこのような地球規模の不平等関

係について目を向けるという視点を失っていってしまうのではないかと危惧していた私は、

一度途上国へ行って自分の目で現実を見つめ、その国の人々の生活に触れて問題意識を高

めたいと考えていた。そのような思いもあって最終的にはバングラデシュに強く興味を惹

かれ、それが不安や迷いを上回り、応募した結果ありがたいことに研修生として体験コー

スに参加できることになった。 
生まれて初めて感じた母国以外の土地の空気は明らかに日本のそれとは違い、建物や

人々の生活ぶりや服装、働く姿など全てが新鮮であった。研修センターの先生たちや研修

生、訪問先の住民の方々と交流したが、バングラデシュの人は皆とてももてなし好きで私

たちを歓迎してくれ、心優しく接してくれたのがとても嬉しかった。 
旅の中で特に印象的だったのが、子供たちの姿である。バングラデシュの子供は皆恥ず

かしがりやだが大きな瞳でまっすぐに私たちを見上げ、拙いベンガル語での質問に答えて

くれたり、見学中に一緒に歩いたりして交流を楽しんだ。彼らの姿は私の思い出の景色の

中に常に生きている存在となった。だがそれと同時につらい現実を感じさせてくれたのも

また子供たちだった。夜の遅い時間まで働いている子供もいたし、サバールの独立記念塔

には私たちのような外国人観光客を見つけては花輪を売ろうとして強引についてくる幼い

少女もいた。後日研修センターの先生が、バングラデシュでは親が貧しいので働いている

子供も多いし、近年では離婚も増えているため身寄りのない子供も増えており、つらいこ

とだが、ああいった子供たちの姿も含めて現在のバングラデシュの姿なのだと教えてくだ

さった。あのような子供たちが安心して暮らせるようになるために、何が必要とされてい

て自分に何ができるのか。帰国後にも考える大きなテーマになっている。 
もうひとつ印象的だったのが、輸出加工区（EPZ）内で目の当たりにした環境と経済の
両立の難しさである。大学での勉強でもこの問題の難しさはよく取り上げられ議論してい

たが、実際にあれほど見た目に色味も悪く、悪臭さえ感じるような工場排水を見て、それ

がそのまま河川に流れ込んでいると聞くと、どうしようもないやりきれなさを感じた。す

ぐにでも工場での生産活動を見直すべきだと思うが、排水浄化設備には莫大なコストがか

かるためそれを配備できるような企業はごくわずかであることと、バングラデシュ政府自

体に環境基準を取り締まるほどの能力がまだないことから、見直しは相当困難な状況であ

るということは理解に難くない。また、EPZの存在が多くのバングラデシュ人の雇用を促
進している事実もある。このような問題に直面している国はバングラデシュだけではない
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だろう。環境と経済の両立についてということなら日本にだって、そしてどんな先進国に

だって課題は山積みだ。今後私たち人類が地球上で生きていくために解決すべき重大なテ

ーマとして、EPZで見たあの光景から受けた衝撃を忘れずにいたいと思う。 
バングラデシュは数値上で見ると特に開発の遅れている最貧国にあたる存在かもしれな

い。確かに上記のような厳しい現実に衝撃を受けたのも事実だが、しかし実際にあの国の

空気の中で、人々の生活に触れてみると、不思議と入国前よりも“貧困”というイメージ

が薄らいでいくのを感じた。農村の人々の牧畜や農業による営みは素朴で自然環境と密接

なつながりを持っている。都市にはたくさんの人や車が集まり、店屋やリキシャなどで活

気に満ち溢れている。対照的な生活様式でありそれぞれに課題や問題も多いが、バングラ

デシュ独特の大きなエネルギーを肌で感じて、私はこの国がとても好きになった。現在は

先進諸国による資金援助や技術導入を多く受けているバングラデシュであるが、最低限度

の基盤が整った後には、先進国の尺度で「豊かさ」の基準を押し付けて開発を行うのでは

なく、バングラデシュという国が何を求め、どこへいこうとしているのかを感じ、尊重し

ていく必要があると思う。バングラデシュ人の愛する“黄金のベンガル”が成長していく

姿を日本にいながらも感じ、この研修で出会った人達の持つ優しく活気に満ちた笑顔を忘

れずにいたいと思う。 
 

 
      心に残っている光景－バングラデシュの高い空と子供たち 
 
・最後に 
同行してくださった環境再生保全機構とオイスカのスタッフの皆様、また現地で出迎え

熱心にお話をしてくださった各団体の全ての方々、とても貴重な体験をさせていただき、

ありがとうございました。とても勉強になることばかりで充実した 24 日間を過ごすこと
ができました。また、共に感じ、考えて意見を共有しあった研修生の皆さん。この出会い

をとても大切に思います。本当にありがとうございました。 
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３－５ バングラデシュでの研修を終えて 
古田 美幸 

 
 今回この研修に応募するきっかけとなったのは、開発や国際協力が盛んな国、また文化

的多様性を持つ国であるバングラデシュを見てみたいという好奇心からでした。そして「国

際協力研究科」に籍を置いているのに、開発途上国を訪問した経験が少なかったので、私

にとって視野を広げるいい機会になるかもしれないという思いもありました。ともかく幸

運にも研修に参加できることになり、少し不安もありましたが、出発を楽しみにしていま

した。 
この研修で、バングラデシュ国内を移動し、たくさんの都市、地域を訪れました。そし

て様々な国際協力や開発の現場を経験することが出来ました。 
オールドダッカで痩せた年配の男性の運転するリキシャに乗った時の居心地の悪さは今

も覚えています。あの時、この国の貧しさ、そして私達との差を見せつけているように感

じたからです。 
私にとってバングラデシュの農村の風景は印象的でした。土壁の家並みや様々な家畜、

サトウキビを運ぶ自転車など、あの農村独特の風景は、ダッカのあの騒々しいクラクショ

ンの音や人の多さからはかけ離れていて、驚きました。農村では、農業を営み、家畜の糞

を乾燥させて燃料としたり、全て地域内で循環していてエコロジカルで素晴らしい環境に

思えました。でもそれは私達街から来た人間の視点に過ぎません。農村居住者は、チャン

スさえあれば豊かさを求めて都市に出稼ぎにいくと聞きました。これからの農村開発によ

りこの国の都市と農村の格差が改善され、彼らがあらゆる機会に恵まれるように願ってい

ます。 
  

村の一風景                女性達にインタビュー 
今回の研修は、私にとって初めてのイスラム圏への訪問ともなりました。環境、国際協 
力というテーマとは別に、個人的にバングラデシュの社会や文化、ムスリム社会、日常の

暮らしを見たいという思いもありました。 
どこからともなく聞こえてくるアザーンの音が生活のリズムを生み出しているようでし

た。また学校の成績表にまで宗教を表示する欄があり、この国で宗教が個人のアイデンテ

ィティの中で重きをなしていることがうかがえました。そしてヒンドゥとムスリムの間で
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異なる挨拶、自己紹介の際にヒンドゥと付け加えること。ヒンドゥに対する差別はないと

現地の人は言いましたが、それはマジョリティの視点だからだと思いました。彼らの間に

はやはり奇麗事でない複雑な感情があり、滞在中にそれを垣間見ることができました。 
そして、想像していた以上に、バングラデシュの食文化は豊かでした。出発前はカレー

しかないと聞いていたけれども、実際のところ、具の種類や味付け、また水に恵まれてい

るので魚の種類も豊富でした。「パンジャブは着倒れ、ベンガルは食い倒れ」と言われてい

るようで、ベンガルの地域性として、食の豊かさは有名のようです。 

 

金曜日・モスクでの礼拝の時間       ベンガルの一般的な朝食・ルティ 
 
今回の研修に参加できたことで、私はバングラデシュ社会を、ほんの一側面ですが知る

ことが出来ました。今回、「体験コース」ということで、私を含め研修生皆バングラデシュ

や開発の現場に対しては初心者であったし、物事全てが新鮮でした。だからこそ穿った見

方をすることなく見つめることが出来たのではないかと思っています。 
また今回の研修はフィールドワークの実践としても勉強になりました。これからの自分

の研究の中でこの経験を生かして生きたいと思っています。 
 
 
最後に、今回研修に同行して下さった環境再生保全機構の西谷さん、臼倉さん、オイス

カの森田さん、杉山さん、そして現地で出会った全ての方々に、お礼を申し上げます。ま

た、研修生の皆様には、様々な場面で助けていただきました。 
様々なバックグラウンドを持つ方々とご一緒できて、楽しく充実した研修になりました。

（それぞれの視点で色々質問が出るので、研修の際にはスケジュールを押しがちになるほ

どでした！）私自身にとっても大きな刺激となりました。本当にありがとうございました。 
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３－６ バングラデシュ研修を通して考えたこと 

李 尚美 

 

なんとなくまとまりのない書き方になってしまったが、以下が私のバングラデシュに行っ

て思ったことである。 

 

「本当に最貧国なのか？」 

バングラデシュは最貧国の一つである。でもそれは、経済指標での話ではないだろうか。

たった３週間の滞在でこの国を理解したとは到底思わない。けれど、どこの田舎の村に行

っても、人々は明るく振舞い、よそ者の私たちを温かく迎えてくれる人たちが多かった。

だから、どうしてもこの国が「貧しい」とは思えなかった。農村部に行けば、食べるもの

はあるし、飢えている人たちはいない。むしろ、貧しいと言う点では、ダッカ市内の物乞

いの人たちのほうがそれに当てはまるのだろう。 

BARDの食堂で現地の人に「日本は豊かな国、バングラデシュはとても貧しい国」と言わ

れ、果たして本当にそうだろうかと考えた。そのとき私はとっさに、「経済的にはそうかも

しれないが、心の貧しさは日本のほうが進んで
・ ・ ・

いて、何より今の日本はとても不健康だ。」

と答えた。その意味がきちんと伝わっているかどうかはわからないし、たぶん伝わってい

ないだろう。というより、バングラの人が、自分の国を貧しいと位置づけて日本を豊かだ

と考え、そのように私たちを見ているのがすごく嫌だったし、悲しかった。次の瞬間、オ

イスカの研修生が言っていたことを思い出した。「先進国から来る人がどんな人達なのか、

仲良くやっていけるかどうかを不安に思っていたが、一緒に 1週間生活したら、皮膚の色

や国の経済状況なんかは関係なくて、やはり同じ人間であることに気付いた」と。これを

聞いたその時も本当にそうだと思った。このときも本当はこの研修生の言葉を言いたかっ

たが、心にとどめておいた。 

 

「貧困と国際協力の必要性」 

研修中は、オイスカセンターにはじまり、JICA のプロジェクトサイトや AAN など、いく

つもの国際協力の現場を目の当たりにする機会に恵まれた。国際協力の現場で働いている

人々は、どの人も生き生きとしているように見えた。このタイトルはすぐ上の話とは一見

噛み合わなそうであるが、以下の話も事実であり、考えたことである。 

AAN で田舎の町に行く道の途中で、道路のほかは辺り一面が水に浸っている地域があり、

水の中では人が何か作業をしていて、沿道にはたくさんの小さな家々が窮屈そうに立ち並

んでいた。この光景を見て驚き、何なのかわからないでいると、AAN のスタッフの方が説

明をしてくださった。その方曰く、そこに住んでいるのは、3 年前の大雨のときに家を失

い、今もなお水が引かないためにここに住まざるを得ない人達だった。 

どこに住むか、何で生計を立てていくかは、人々の自由である。しかし、国土のほとん

どが低地で覆われ、自然災害（特に洪水）が頻繁に起こるこの国で、それが起きるたびに

大勢の人々がこのような状況に陥る。誰もがその脆弱性と隣り合わせに生きている。もち

ろん、何も対処をしていないわけではない。あちこちでいかにもコンクリートの塊といっ

たシェルターを目にしたが、圧倒的にその数は足りないという。自然災害が起こった際に、
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今までの生活を維持することが困難で、そればかりか一気に貧困層に転落する可能性があ

る。何の保障もない状態－このことこそ近年注目されている人間の安全保障に関わるもの

で、自分の意思によらずに命を失わないようにするために開発は必要で、しかしながら自

国のみでは（経済的・技術的などの理由で）うまくいかないときに、援助や国際協力が求

められているのではないだろうか。 

 

「発展とは何か ～バングラデシュの今後～」 

研修中、何度も立ち止まっては考えたことの一つに、発展とは何か、がある。多くの経

済学者がいうように、経済開発を推し進めることが開発なのだろうか？思うに、国家の経

済力を高めることだけが、国の発展ではないはずである。発展とは、グローバル化の負の

側面に負けずに、固有の文化や慣習を残しながら、みんなが幸せだと感じることができる

社会が目指すべき社会で、そうなるように取り組むことが開発ではないだろうか。そして

（強制
・ ・

される
・ ・ ・

こと
・ ・

なく
・ ・

）自分の国の良さに気づき誇りに思うことのほうが、経済発展より

もはるかに大切なことのように思う。 

農業国と言われるバングラデシュも近年工業化が進むにつれて、若い人達の間では農業

離れが進み、また女性の社会進出が進んでいる。工業化によって、改善されたこともあれ

ば、悪化したこともあるだろう。バングラデシュが今後どのようなかたちの「発展」を選

択するかはわからない。けれど、先に経済発展を果たした国の社会が、今どんな状況なの

か、今の自分たちの国と比べることができる立場にあるのだから、先例を見て、教訓を得、

バングラデシュにふさわしい発展、将来を模索してほしい。 

 

「バングラデシュってどんな国？」 

どの国も一言ではその国を表せない。海外経験は決して豊富な方ではないが、今までに

行った国は、どこも「○○な国だった。」と何らかの形容詞をつけることができた。訪問し

たときの自分の年齢や感性にも左右されるし、ステレオタイプや偏見を再確認しただけか

もしれないが、何かしらつけることができた。しかし、バングラデシュは、そうはいかな

かった。一瞬わかった気にさせるが、次の瞬間に見たものがそうではなく、またわからな

くなる、そんな国だった。（例えば、「貧しい」にしても「人が多い」にしても、全く当て

はまらないところもあったからである。）強いて言えば、いろんな意味で、「人間らしさ」

が当てはまるかもしれない。人のやさしさ、温かさ、エネルギーに満ち溢れた人達、交通

規則のない（少なくともそう思える）道路、すべてが人間中心の社会。きっと、そこにバ

ングラデシュの面白さがあり、人々を魅了しているのではないかと思う。 

日本に帰ってしばらくは、何もかも整然としている日本の社会が気持ち悪く、一刻も早

くこの居心地の悪い環境から抜け出したいと思った。リキシャや車のクラクションのない

道路、信号機、それに従う人々、アスファルトで固められた道路、人の少なさ、ビル群、

食べ物（日本食）、毎日定時に出勤し夜遅くまで働く人達…。人間らしさがなかった。無機

質な社会だった。人間が作り出したルールに、逆にコントロールされている社会。人間中

心ではなく、人間が作りさした人工物（見えるものも見えないものも含めて）中心だった。

なにか変な社会だと思った。 

そんな日本の社会にも、帰国から数週間すると慣れてきた。そして、バングラデシュに
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行く前と同じ日常を送っている。人間の適応能力とは恐ろしいものである。しかし、バン

グラデシュに行かなければ、そんな日本のおかしさにも気付かずに通り過ぎていただろう。 

 

「停電の多い国、バングラデシュ」 

帰国して何か足りないと思ったのは、毎食のカレーと、停電。カレーについては、特に

言うことはない。停電は、最初は慣れなかったが、気付けば日常の一部となっていた。「あ

っ、来たな」という具合に。 

バングラデシュから帰ってすぐに見たTVCMでは、「停電の少ない国、日本」と言っていた。

（今夏の東京での停電騒ぎがなかったら、きっと「停電のない
・ ・

国、日本」となっていたに

違いない。）このCMを見て思ったのは、日本で停電が起きたらみんな大パニックに陥るだろ

う。（現に、今夏はそうだった。）一方、バングラデシュでは停電はあまりに日常過ぎて、

その対処の仕方を心得ていた。例えば、人々はジェネレーターを使って自家発電をしたり、

懐中電灯を使ったりして、慌てる素振りは全くなく、その様子を最初見たときはたくまし

ささえ感じた。しかしよく考えてみれば、電気なしでは生きられないという生活の方がお

かしいのかもしれない。いかに自分たちが電気を空気のように使っているか、（電気のない

場所に自ら進んで行かない限り）日本にいると気付かない。 

かといって、バングラデシュに電力供給安定のための国際協力プロジェクトがないわけ

ではない。バングラデシュには、どんな田舎に行っても電柱が立ち、電線が田んぼの上を

通っていた。これだけ立派なものがあるのに、どうして電力供給が安定しないのだろう、

どうして毎日ほぼ同時刻に停電が起きるのだろうなどと思っていた。その答えの一部には、

盗電、電力施設が度々のサイクロンによって破壊されることなどがあると聞いた。電気が

なくても人々はあまり不自由していないように見えたが、PC 使用時は一気にデータが消え

るため、最初からやり直さなければならず、なかなか物事が進まないという。 

そのような事態に陥らないための対策としては、二つある。一つは、徹底的に電力供給

の安定に努めることで、もう一つは、電気に頼らないことである。どちらを選択するかは

バングラデシュ自身だが、きっと前者を選ぶだろう。今、停電のないバングラデシュの姿

を想像することは難しいが、数十年前は日本もそうだったことを考えると、そう遠くない

未来にバングラデシュも「停電の少ない国」となっているのだろうか。 

あぁ、バングラデシュでの停電が懐かしい。 

 

 

「最後に ･･･」 

 今回の研修では、「環境・開発・国際協力」というキーワードで、様々な角度からバング

ラデシュという国を眺めることができた。このようなことは、個人の力ではまず無理だっ

たことで、全日程のコーディネートをしてくれたオイスカの森田さんに感謝します。また、

この貴重な機会を与えてくれた地球環境基金の方々、オイスカの方々、日本でサポートを

してくださったすべての方々に心から感謝申し上げます。そして、研修生のみんな。みん

なの小さなつぶやきですら、自分とは違った着眼点でものを見ていることに改めて気付か

され、そのような視点で物事を見るとまた違った発見がありました。一緒の時を過ごせて

本当に良かった、ありがとう！ 
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