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３－１ インドネシアで学んだこと 
岡本奈保子 

 
日本に帰国してから、1 ヶ月インドネシアに研修に行っていたと知り合いに言うと１ヶ
月という期間の長さによくおどろかれた。しかし、実際 1ヶ月インドネシアで暮らしてみ
てインドネシアについて知るには少ないと感じた。例えばマンディー（水浴び）が体に慣

れるまで 10 日かかった。はじめマンディーに少なからず抵抗を持っていた。なにより浴
槽が無いことや水が冷たいことに慣れなかった。しかしグヌン・ハリムン・サラック国立

公園内の熱帯雨林のトレッキングで長時間歩いた後のマンディーは最高だった。この時体

がマンディーにすっかり馴染んでいたと感じ、その国の文化や習慣は一日や一回だけでは

わからないものだとも感じた。このあっという間の研修の中で印象に残ったことをまとめ

る。 
 
・ ゴミ問題 
インドネシアのどこに行っても目に付くのがプラスチックのゴミだった。川や道など

いたるところにゴミが捨てられていた。スマラン市の最終ゴミ処理場ではゴミは生ゴミや

プラスチック、その他に分別されることなく埋め立てられていた。私はゴミの埋立地に行

くのは初めてで、埋立地に牛がいるのを見たときはとても驚いた。これらの牛は周辺住民

が飼っている牛で、有機物のゴミを食べさせるために放されていた。どの牛もお腹の中に

プラスチックの塊があり、肉を出荷する 3ヶ月前に牛を小屋で草だけを与えて解毒してか

ら出荷しなくてはいけないほど毒物を体に溜め込んでいた。自治体やＮＧＯ単位でゴミ箱

を設置して分別し、有機物は堆肥にして観葉植物の栽培に使い、プラスチックはリサイク

ル業者に売るという取り組みがされているところもあったが、まだまだ住民のゴミや環境

への意識が低い気がした。しかし実際にゴミ処理場へ視察に行き自分が出したゴミの事や

日本のゴミ処理の方法について何も知らない事を知りもっと日本のことを知らなくてはい

けないと感じた。 

 
・ 環境教育 
今回の研修を経験するまで環境教育にあまり興味を持っていなかった。しかし、実際に

多くの子どもたちと触れ合ってこの子達が今後のインドネシア、世界を担っていくのだと

考えたとき環境教育の重要性を痛感した。また最終日に実際環境教育を教える立場に立た

せて頂き、実際やってみて準備や人にものを教えることの大変さを学んだ。 
  
・ 貧困の指数 
オイスカＯＢ会研修センターの吉永さんに、「貧困とは何ですか？」という質問を投げか

けた。吉永さんからの回答は「貧困には２種類あると推測できる。一つは都市の周辺に住

み、経済的にお金を使う生活をしている人達が抱えている貧困。もう一つは農村に住み現

金収入が１年間で 7万円だが食べる食事に困ることはない。しかし収入から見ると標準以
下の現金収入で生活している数字でみた貧困。」だった。 
貧困の捕らえかたは人それぞれだがインドネシア政府は収入で貧困か貧困でないか見極
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めるが、それでは本当に必要な政策がわからなくなると推測できる。都市に住む貧困層に

必要な政策は安定した職の斡旋である。しかし農村の人達が必要なのは農業を活性化させ

る政策であるからだ。 
 
・ まとめ 
今回の研修でインドネシアという国についてたくさん学んだ。そのうえで日本や私が住

んでいる町のことを振り返ったとき、何も知らないで暮らしていたことがわかった。また

百聞は一見に如かずだと痛感した。日本で得る情報や知識は、あくまで情報源の視点から

見た海外であり、実際の海外は自分の目で見てみないとわからないことだらけだと思った。 

 
 
最後になりましたが、私に新しい視点と考えの幅をあたえてくれたこの研修に携わっ

て下さったすべての方に感謝しています。いつもご迷惑をおかけして申し訳ございませ

んでした。皆様から頂いた知識を自分のものに出来るようがんばっていきます。 
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３－２ インドネシアがさらに好きになりました 
後藤 正克 

 
地球環境が悪化している、わかっているのにどこか遠いところのことのように感じてしま

う自分がいました。こんどの研修で現地を視、現地に触れ、現地の声を聴くことがいかに

重要なことであるか、強く認識できました。 
 
今回の研修はこの国の行政、人口問題、経済・商業のあり方には敢えて触れず農村、漁村

の環境保全の取り組みに的を絞ったプログラムで、ベーシックな研修としては明快でよか

ったと思います。 
 
私と同じぐらいの歳の人間は、高度成長期の中、猛烈社員などと云われ、皆必死に働いて

きました。日本中が、世界中がそうでした。 
 
一息つけるようになって、来た道を振り返ってみますと、私たち人間も草や木もトンボや

カメも同じ「生態系の中の一部」であるということ、この肝心なことをおろそかにして、

個人も企業も己の足元も見ずに突っ走ってきました。その結果、そのツケがいたるところ

に出てきております。 
 
年齢に関係なく、たとえ田舎で育った人でも都市に住むと、とかく森の存在や森の役割を

忘れがちになってしまいます。それに似たようなものかもしれません。 
 
それだけにこの年齢層の人たちは、どこかに大なり小なり贖罪の気持ちを持っています。 
しかし NPO 活動や NGO 活動に参加しようにも、国内の環境保全活動ですら、どのよう
に参加したらよいかよくわからない、なんだか年齢の制限もありそうだと考えたりします。 
ましてや海外となるとどこに、なにを、どのように、だれと、いつ等々わからない人がほ

とんどだとおもわれます。 
今回の研修でそのあたりが少し見えてきたような気がしますし、自分には何ができるのか、

どうすればいいのか、自分なりに考える下地ができたように思います。 
 
民間レベルの海外での、あるいは海外への協力や支援には今回の研修のプログラムにもあ

りましたように、人材育成（オイスカの例）、技術移転（APEX の例）資金援助（多くの
日本企業の例）など協力の仕方はいろいろありますが、時間はかかっても現地に一番根付

き、最も有効なのは「人材育成」ではないかと思います。 
私がかって海外で勤務していた時代でも「現地移管とは人材育成」・・これは同義語に近い

ものでした。 
オイスカ OBを中心とした中部ジャワでの Chikara Tani Makumurの活動はモデルケー
スとはいえ非常に感銘をうけました。中部ジャワにこのようなグループが幾つか出来て、 
さらにインドネシア全土に広がっていけば、もっともっとこの国も変っていくだろうと明

るい気持ちになりました。 
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教育という点でも考えてみました。  
 
「森は地球の肺です」「森は教育の場です」、これは環境教育の実習をさせてもらった小学

校で、小学生が「森の役割」のところで発表してくれた表現です。驚きました。 
 
日本では大学に環境関連の学部が設けられたのはごく最近のことですが、ヨーロッパでは 
過去の多くの自然破壊の失敗から学んできたのでしょう、ドイツでは工学系の学生であっ

ても専攻分野にはいる前に必ず「エコロジー・生態学」の講義と実習を受けることになっ

ているそうです。 
どんな開発行為も目的はそこに住み、働き、利用する人の為、しかしながらその人も基本

は生態系の一部。将来行政官になる人、技術者になる人、企業で働く人、それぞれが最低

限のエコロジカルな知識を共有できるようにとの教育システムだそうです。 
 
私が短期間ですが留学していましたオーストラリアでは、厳しい自然環境なだけに環境保

全に関しては、徹底されていて感心することが多々ありました。 
また各種ボランティア活動も、実に自然体で活発に行われているようでした。  
 
JICAでは子供たちへの環境教育は、今までは直接支援という形をとっていたそうですが、
今後は教える先生方の教育、そのための支援をするということになったそうです。 
もっともだと思います、自国民が教えるのが一番ですし、広範囲により多くの子供たちに

環境の大事さを知って貰えますから。 
さて我が日本ですが！どうなのでしょうか？教育のシステムは、どこまで学校や先生方に

期待できるのか、では父兄は、地域は、専門家は・・とだいぶ課題もありそうです。  
 
 
環境問題はまず「知ること」つぎに「行動すること」それから「伝え広げること」といい

ます。 
日本には、長年社会で培った能力と見識を持った数百万の男女のシニア部隊がいます。 
それぞれ持ち時間がいささか短いことはありますが、影の一大戦力であることには変わり

はありません。このシニアのみなさんの目を、関心をひきつけて、協力を要請し、その 2％
3％の人たちに応じてもらえるだけでも、ノウハウ面でも資金面でも表の一大戦力と化し
ます。私は日本の普通のおじさん代表で参加させてもらったつもりですから、いまからや

ることは多そうです。 
 
 
 
最後になりましたが ERCAのみなさま、オイスカのみなさま、インドネシアのみなさま、 
たいへんお世話になりました。こころよりお礼申しあげます。 
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３－３ インドネシア研修で体験したこと 
鈴木 みちる 

 
 今回のインドネシア研修で経験したこと、感じたことをまとめました。 
 
イスラム教との出会い 
 自爆テロや過激派など、何かと世界を騒がせているイスラム教。この研修に参加するま

では、イスラム教についての知識がなく、なんとなく怖い集団というイメージを持ってい

ました。 
ジャワ島に来た頃は、スカーフをまとった女性の姿に違和感を覚えました。ジャカルタ

のホテルに宿泊した研修初日の朝、ものすごい音量でお祈りの声が聞こえてきて何事かと

驚きました。イスラム教では、朝、昼、午後、夕方、夜と１日に何度もお祈りをします。

断食の月には、1ヶ月間、朝 4時から夕方 6時まで食べ物、飲み物、タバコなどを口にし
てはいけません。インドネシアの人は時間にルーズでおおらかでしたが、厳格なイスラム

教の慣習はしっかり守っていました。イスラム教は、インドネシア人の生活の一部になっ

ていて、どんな小さな村でもちゃんとしたモスクが建てられていたことが印象的でした。 
イスラム教を知るうちに、イスラム教は過激でも怖いものでもないことがわかりました。

私たちが知り合ったインドネシア人の多くはイスラム教徒でしたが、みんな親切でやさし

い人たちばかりでした。 
 
農場での生活 
 オイスカ OB会研修センターでは、農業だけでなく、養鶏や植林のための育苗なども体
験しました。作物を育てることの楽しさ、大変さ、そして収穫した作物を食べる喜びを実

感しました。今まで農作業をしたことがなかったのですが、この研修をきっかけに、農業

に興味を持ち、農業をやってみたいと思いはじめました。研修が終わってからは、地元の

自然栽培農家へ週に 1回お手伝いに行っています。 
 
森のすばらしさ 
 生まれて始めて見る熱帯雨林には、数え切れない種類の植物や生物が生息していました。

生物の多様性とはこのことかと思いました。熱帯雨林の素晴らしさを知った後に、人工の

森やプランテーションを見ると、単一的で何ともつまらないものに思えてしまいます。森

は生き物の宝庫。自然環境を守るためには、自然林の保護が重要だということを実感しま

した。 
 
ゴミを食べる牛 
 ゴミ処理場でゴミを食べる牛の姿は、衝撃を受けました。そして、その牛を人間が食べ

るという現実。「インドネシアで牛は食べたくないね」と話していた当日の夕飯に、牛を食

べました。ゴミ処理場で育った牛を人間が食べて本当に安全なのか、疑問が残ります。水

銀を蓄積した牛を食べて、日本の水俣病のようにならないかが心配です。 
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海に沈んだ村 
 オイスカのマングローブ植林地であるドゥマック県で、海に沈んでしまった家を見たと

きは、何も言葉が出てきませんでした｡13 年前は田んぼであったという場所は、今は海に
沈んでしまっていました。今のペースで地球の気温が上昇し続ければ、100 年後には東京
の街も海に沈んでしまうかも知れません。何とかして地球温暖化を防ぎたいと強く思いま

した。この海に沈んだ村を見れば、温暖化に関心のない人でも真剣に考えるのではないで

しょうか。 
 
人との出会い 
 オイスカ OB会研修センターで生活を共にしたオイスカのスタッフに出会い、インドネ
シア人のあたたかさを知りました。研修で訪問した小学校の生徒たちの無邪気で純粋な笑

顔は忘れられません。オイスカや Yayasan Bintariのスタッフと出会い、人を支援する仕
事の大変さ、そして素晴らしさを教えてもらいました。また、研修生のみんなからは、自

分にはない視点の意見が聞けて、勉強になりました。 
 
 今回の研修に参加して、いろいろなことを体験し、自分の視野が広がりました。そして、

インドネシアが大好きになりました。インドネシアで起こる様々な問題が、他人事ではな

くなりました。これからも何らかの形で、インドネシアの人々を支援していきたいです。

このような経験ができたことに感謝します。ありがとうございました。 
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３－４ 研修を通して得たもの 
長尾 裕士 

 
・インドネシアびいき 
 この研修に参加する前は「インドネシア」ときいてもどんな国か全く想像できなかった。

“東南アジア・暑そう”情けないことにこのくらいしか浮かんでこなかった。 
 実際のインドネシアはそれほど暑くなかった。時期が乾季で乾燥していることもあった

のだが、ほとんど汗もかかなかった。日差しの下は確かに暑いが、少し木陰に入っている

と涼しい風を感じることができ、すぐに心地良くなってくる。それに場所にもよるが、日

本と比べると断然空気は澄んでいる。朝焼けや夕焼けがどこに行っても美しく、毎日すが

すがしい気持ちにさせられた。さらにとても大事なポイントとして“料理”を挙げたい。

ごはんがどれを食べてもおいしいのだ。確かに油をたくさん使っているものも多いので、

お腹を壊してしまうこともあるようだがそれでもおいしい。果物もまた日本とは違った味

わいがあり、とてもおいしかった。 
 そして何よりも良かったのは、人の温かさであった。もしかしたら、出会った人達が偶

然いい人だったのかもしれない。それでも私達をあたたかく迎えてくれた彼らを好きにな

らずにはいられない。お茶や料理、歌や踊りでもてなしてくれただけでなく、一緒に楽し

もう・考えよう・学び合おうと自然にしてく

れたのである。そんな彼らのどこかゆったり

としていて、どんなものでもおおらかに迎え

入れようとする空気が、とても好きになって

しまった。 
   

 
 
・実感 
“現地を訪れる”この大切さを今回の研修で

知った。文献や資料を通してでは感じること

ができないもの、空気の感じ、その場所の臭い、そこに生きる人との交流。そういったも

のをはじめとして、実際に自分が現地に行ってみることではじめて感じることがあった。

何が本当に問題なのか、その原因は何なのか、人々はどんな風に考えどうしたいと思って

いるのか、ということを誰かが得た情報を知るのではなく、自分自身で感じることができ

る。 

祝いの席でのみ食べる料理 

 また、インドネシアに行って新たな問題意識を持つことができた。それは現地の政府や

国の政策についてである。研修に参加する以前は、あまりこれらの問題に対してピンとく

るものがなかった。しかし、研修を通して、政府や行政の力の弱さ、そしてそれが人々の

生活にどうつながっているのか、ということを実感することができた。 
ある場所の環境を守っていこうとする時、やはりまずはその場所を知らなくてはならな

い。その為にも、その場所についてや、その場所と関係している多くのものについて自分

自身で知ることが大切なのだなと思う。実感することで自分の中にイメージとして強く残
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ったそれは、自分の行動のベースとなり一

生忘れることはないだろう。 
 

 
 
 
・環境を守っていく上で 
「開発途上国に住む人々は貧しくて困って

いて、助けを必要としているに違いない。」

以前までおこがましくもそう考えていた。

しかし、実際は助けだけを頼りにしている

人など誰一人いなかった。もちろん世界には本当に自分ではどうすることもできない状況

におかれ、貧しさで死んでいく人もいるだろう。インドネシアの全てを見てきたわけでも

ない。でも、みんな懸命に生きていると感じた。自分の生活を少しでもよくしようとして

いた。自分なんかよりも必死に生きている、そう思った。 

現地の子供たちと 

そんな彼らが働く工場から汚水が出ているとしても、それを責めることはできないので

はないかと思う。ただ単に木を切るな、というのも無理な話ではなだろうか。もしこのよ

うな彼らの行動が環境汚染につながるというのであれば、排水処理をしたり木を植え管理

する仕事を与えたりする、といったサポートが必要だと思う。 
 私達がこうした途上国の環境を守ろうとするならば、ものやお金を“与える”のではな

く、彼らの生きていこうとする力を“支える”助けが必要なのではないだろうか。彼らが

進む先にある障害物を一緒に取り除いたり、

彼らの歩みを後ろから少し後押ししたり。

そうやって彼らとかかわって行く中で、少

しずつ“環境を守っていこう”という気持

ちを共感していければいい、そう思う。 
人を無視して環境は守れない。 
 
 
 

 
 朝日に向かって歩いていく 
・締 

 今回の研修に参加させていただけたことで、本当にたくさんのことを学ばせていただく

ことができました。自分の見識も、自分という人間も、この経験を得たことでさらに幅を

広げることができた、そう感じております。 
  
このようなすばらしい経験ができましたのも、環境再生保全機構・地球環境基金の皆様、

オイスカの皆様、並びに本研修を支えてくれたすべての皆様のおかげだと思い、感謝して

おります。本当にありがとうございました。 
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 また、研修に同行していただいた地球環境基金の平田さん、勝又さん、オイスカの斉藤

こずえさん、斉藤ゆいさん、森田さん。現地でお世話になったオイスカの中垣さん、アダ

さんをはじめ、現地オイスカスタッフの皆様、本当にありがとうございました。 
皆さんの協力なしに、こんなにも多くのことを学ぶことは決してできませんでした。 
最後に、本研修を通して出会った全ての人、一緒に参加した研修生の皆へ。ありがとう。 

 

パーティーの一幕 
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３－５ 現実に勝るものなし 
東 広之 

 
「現場を見たい」、今回インドネシア海外派遣研修に参加した最大の動機はこれだ。勉強

をして、啓発活動をして、色々な形で環境問題と関ってきたが、その現実味を本当の意味

で感じることはできていなかった。このまま「現実」を知らないまま続けていても、自分

の発する言葉は軽く、空虚感から抜け出せないままだと思った。「現実」を見に行こう、こ

のような経緯でインドネシアへ行くこととなった。 
 
・インドネシア 28 日間 
やはり体験に勝るものはない。インドネシアを実

際に見て・話して、ようやくインドネシアを実感で

きた。単に地図上の国の一つに過ぎなかったものが、

今では「インドネシア？ あぁ、『あの国』でしょ？」

と経験を織り交ぜ、愛着を持って考えることができ

る。パパイヤ最高に美味いよね、サンバルは癖にな

る、ボロブドゥール何周も廻るの時間かかるよ、熱

帯雨林は本当に心が躍って大変だよ、などなど。今

回はインドネシアのごく一部を垣間見たにすぎない

が、インドネシアに住む人やそこでの生活を知って体験

う国が“インドネシア”になった。 
インドネシアでの毎日はとても刺激的だった。熱気に満

モスクから流れるイスラムの音、欠けていく月、そして

は毎朝 5時半に点
半分眠りながらい

日が独立記念日で

バトミントン大会

あった。いつまでも

伝統的な衣装、た

結婚式があった。

アの歌で踊る、お

いた。 
チメンテンでのお別れ会  

日本に帰ってきて、無性にインドネシアが恋しくなる

い出すこともある。今ではジャワカレーを食べつつ、イ

 
・問題の難しさ 
途上国での環境問題は本当に一筋縄ではいかない、解

ンドネシアを体験して現実をみての正直な実感だ。研修生

ネシアは過去の日本の問題と、今・未来の日本の問題が
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して、ようやくインドネシアとい

ボロブドゥールの大ストゥーバにて 

ちた街、はじめての果物の香り、

迫り来るウシ。センターにいる日

呼があるため起きなければならず、

つもぎりぎりになった。到着した

あったので、ナシ･クヌンを食べ、

をし、運動会みたいなお祝い事が

続く影絵、響くガムランの音色、

またま泊まっていたホテルの隣で

日本の音楽をうたい、インドネシ

別れ会はいつも盛大にしていただ
ときがある。あの雰囲気を突然思

ンドネシアへ思いを馳せる。 

決は困難を極める、というのがイ

の一人が言っていたが、「インド

同時に解決しなければならない」。



日本では既に制度として整っているゴミや下水処理がインドネシアではできていない、そ

して未だ解決されない森林問題が混在し、さらに海岸浸食等も同時に起こっている。問題

が山積みの中、解決へと導くのは容易なことではなくとても大変だ。問題自体も複雑に絡

み合い、総体として人々の意識も低く、政府の力も弱い。こんな状態だからこそ、日本な

どの先進国の役割は大きくなる。自国の経験を生かし、問題解決のために協力できるはず

だ。 
また、外の世界を見ると自分がいる日本についても考えさせられることがある。日本の

世の中はすでに環境という言葉を意識した社会になっている。それが例え名ばかりのお題

目だとしても、社会全体で問題意識を共有しているということは、とても可能性があるこ

とだと思う。無関心という一番厄介な状態ではなく、社会が意識を持っている。あとは意

識だけで終わりにせずに、環境へよい生活へ、産業へとシフトしていくために行動を起こ

すだけである。既に行動し始めている人々や NGO、企業や自治体がある。社会が意識を
もっているので、その行動はとても広がりやすい。日本政府が強いリーダーシップをとる

ことができるのであれば、大きく社会を変えられる土壌は既にある。 
 
・生活をよくするということ 

地域に適した豊かな生活 

日本人の生活とインドネシアの人の生活は全く

違うはずだ。なにせ気候環境が違い、文化が違う。

ただ、今それが変化してきていると感じた。一番

強くそのことを感じたのは、ジョグジャカルタや

スマランにあった Carrefourで、客はみな日本み
たいな生活をしている様に見えた。生活の画一化

が起こりつつある。地球環境という観点からする

と、日本のような生活はもう続けることは出来な

いのに、インドネシアはその生活へ向かってしま

っている。 
貧困という世界的課題に取り組む上で、どのような貧しくない生活へ向かうのかが重要

になると思う。日本やいわゆる先進国らしい生活では、環境の面からすると絶対に好まし

くない。すべての人が日本の生活をしたら、地球のキャパシティを超えてしまう。だから、

貧しさから脱出するときに、現在の先進国のものではない目指すべき生活、新たな生活ス

タイルというものが必要となると思う。世界共通の画一的なモデルのようなものはなく、

地域ごとに特有の生活スタイルだと思う。それは、その地域に最も適した生活ということ

になるだろう。 
国際協力で貧困削減や開発をする際には、その地域の豊かさを模索しつつの支援・開発

になるのだろう。実際の生活を豊かにしていこうとする人々は必死であるので、手を差し

伸べる側がそのことを理解しておく必要があると思う。よく言われる「持続可能な発展」

を目指して、ということの意味はそういうことだとようやく分かった気がする。持続可能

な開発をするためには、包括的な視点が必要なのだ。Sustainable Literacy、この言葉で
表現できると思う。今回の実感を携えて、いずれは持続可能な発展の一助になりたいと思

う。 
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最後に、今回の研修を主催してくださった ERCAのみなさま、コーディネートしてくだ
さったオイスカのみなさま、直接お会いした方にも影で支えてくださった方にも感謝して

います。本当にありがとうございます。また、現地でこころよく迎えてくださった多くの

方々、ありがとうございました。

一緒に長い間を過ごした研修生

のみなさま、ありがとうござい

ます。この貴重な体験を生かし

ましょう。 
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 ジャカルタ空港にて

 
 
帰路につく 



3－６ インドネシア研修を終えて 
廣田 茜 

 
ほぼ 1ヶ月間のインドネシア研修。今でもたくさんの思い出が鮮明に頭の中に詰まって
いる。その頭の中を思うままに書き表してまとめた。 
 
１、人との出会い 

タプスマーガ 

研修に参加してたくさんの人たちに出会っ

た。研修センターの人、村の人、子供たち、

視察先の人。たくさんの出会いを忘れたくな

い。出会った人々は皆温かかった。笑顔で元

気でユーモアがあふれていた。言語を越えて、

歌い、遊び、話をした。夢、学校、インドネ

シア、日本のこと、たくさん話をした。言葉

の壁を越えて通じ合ったと感じた。そして一

緒に研修に参加した研修生の皆との出会い。

みんなそれぞれの視点を持っていて、「こんな考え方もあるんや」とあらゆる角度から物事

をみることができた。原点に戻って考えることができた。人との出会いはとてもすてきな

ことだと思った。過ごした時間は何にも変えることができないくらい大切な時間だった。 
２、インドネシアの生活 衣食住 
 腰から巻くサロン。とても重宝する。お祈りの際にも身につける。マンディした後さっ

と巻くだけでよい。私たちがインドネシアを訪れた日の次の日はインドネシアの独立記念

日だった。いたるところで色んな行事が行われ

ていた。町には赤と白の国旗が飾られていた。

チメンテン研修センターでも運動会が行われた。

そこで見た驚く光景はサロンを巻いてサッカー

をしていることだった。蹴りにくいことなんか

お構いなし。みんな真剣にサッカーをしていた。

この発想もまた面白いと思った。これがサロン

の使い方で一番印象に残っていることだ。 

サロンでサッカー

 出発前はインドネシアの料理とはどんなもの

か想像できなかった。ナシゴレンは耳にしたこ

とはあったが食べたことはなかった。 
インドネシアの料理はとても辛かった。トウガラシがゴロゴロと入っている。食事時に

はサンバルが常備されている。初めは口の中がひりひりしたが、いつのまにかこのサンバ

ルがないと物足りなく思うようになっていた。 
 今度は逆で甘い。コーヒー・紅茶には下に沈殿しているのが分かるくらいコンデンスミ

ルクが入っている。野菜のジュースにも砂糖。甘い野菜ジュースは初めて飲んだ。食事に

はシロップのジュース。砂糖が入っているものはおもてなしだという。「暑い国ではすごく

糖分が必要なんだな」と思いながらご馳走になった。 
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日本に帰って食べられないもの。それは熱帯の果物。ココ

ナツ、ジャックフルーツ、ドリアン、竜眼、バナナそしてパ

パイア。私はパパイアが恋しい。日本でどうにかして育てら

れないかと食べるたびに考えた。ほんのり甘くてさわやかで。

思い出すだけでパパイアが食べたくなる。ココナツの思い出

は、チメンテン研修センターで木になっているココナツをそ

の場で割ってもらい中の液を飲んだことだ。採りたてのココ

ナツをそのままいだだく。すごく贅沢な体験だった。ココナ

ツの中にはたくさん水のような液が入っている。予想以上に

たくさん入っていて飲みきるのが大変だった。 
そして、手で食べる習慣。上手に右手でご飯をつまんで食

べる。私も手で食べてみたが口に運ぶときにポロポロこぼれ

てしまう。しかし箸を汚さないのでとても画期的だ

と思った。 

甘いキュウリのジュース 

 車で各視察先に行くときにふと思った。「二階建

ての家が少ない」ビルやホテルは二階以上あったが、

家はほとんど一階建てだったように思う。そして木

でできた家ではなく、レンガを固めた家、黄色や黄

緑のカラフルな家が並んでいた。畑の近くにはヤシ

の葉でできた家などがあった。 
 パパイアを切る所長さん（ハリドさん） 

３、イスラムの国 
お祈り、マンディ、お酒、ピアス、豚肉、犬、断食。 
 モスクでのお祈り。朝早くからマンディをして体を清めモスクへお祈りに行く。チメン

テン研修センターでは起床は 5時だったが 4時頃から大音量で流れるイスラムの音楽で目
が覚めた。一日 5回必ずお祈りをする。金曜には集団でお祈りがあり、みんないなくなっ
てしまう。生まれて物心ついてから何があっても毎日お祈りをする、その継続させている

強い意思がすごいと思った。楽しむときは楽しむ、真剣なとこは真剣、そのメリハリがこ

んなにやさしくてユーモアあふれる人にしているのかなと思った。 
４、気づいたこと・勝手さ・学んだこと 
全体を通して学んだことがある。 
私は以前から地球環境問題、特に地球温暖化について興味があった。植物のもつ炭素固

定機能を利用し大気中の二酸化炭素を減らすことが考えられている。私はこの炭素固定機

能で地球温暖化が防げるのではないか、少なくとも温暖化が弱まるのではないかと考えて

いた。そして単純に木を植えればいいのでは？違法伐採がなくなればよいのでは？と考え

ていた。だから「植林は炭素固定能力が高い樹種を植林している。」と思い込んでいた。 
研修を通して考えがガラッと変った。私は勝手なことを考えていた。大切なことは、以

前からそこに生えていたもの、成長が早いもの。その土地の土に適したもの、実や樹脂が

とれるもの。そして同じ木ばかり植えるのではなくいろんな種類の木を植林することだと

学んだ。人間の都合のいいように勝手に植えるのではなく、自然の摂理にあったものを植
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えるのだ。それが地球の環境を守ることだと

思った。農業も同じだった。植物から作った

消毒液、有機肥料など、これらは植物にも土

にも優しい。植物にも土にも優しい農法で育

った野菜たちは自ずと人間にも優しくなる。

植物や土の環境を整えると自然と人間にも良

いように働く。この仕組みがとてもすばらし

いと思った。 

木と空 

そしてそこに住んでいる人のことを考えな

ければいけない。植林した木を管理していく

のはそこに住む人だ。住民の理解を得て住民参加型でなければ続かないと思った。 

プクプクという蝶 

 
５。帰国してから 
帰国して、インドネシアに研修に行く前とは違った自分がいた。頭の中が自分の頭では

ないようだった。自分で思うのもおかしいかもしれないが、「成長した」と感じた。毎日の

研修が垂直な成長。出会いが水平方向への成長だったと思う。研修で学んだことが自然と

頭に浮かんでくる。山を見れば植林したことや保水力のこと、環境教育、インドネシアで

見たもの、学んだことが頭を駆け巡る。畑を見ても、車を見ても。 
そして何でも興味を持つようになった。ものや現象ここに存在するものすべてどこかで

つながっていると思うようになった。行動力もついた。どんどん人と話をするようになっ

た。今まで行ったことなかった交流会に参加してみたり、セミナーに行ってみたりした。

そして私はこれから何ができるのか常に考えている気がする。 
また、身近なことから始めた。ワンクリック募金やベルマークを集めている。インドネ

シアで体験したこと学んだことを友達に話をしている。そして自分の将来について考えて

いる。私には一体何が出来るのか。現地の人が望むことは何なのか。 
最後に、この研修でお世話になった地球環境基金の皆様、オイスカの皆様、現地で出会

った方々、そして一緒に研修をした研修生の皆様にこんなにすばらしい研修をさせていた

だいたことにとても感謝しています。大きな怪我もなく全員が無事帰国できてほんとによ

かった。 
本当にありがとうございました。Terima kasih Banyack！ 
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思い出の一枚 



３－７ 環境のことを考え続けた一ヶ月間 
山崎 洋子 

 
私は現在大学で、主に農村開発・都市開発や環境問題について幅広く勉強している。

開発については実際にスタディツアー等で、途上国での NGO の活動を視察する機会を得
ることはできたが、環境問題については実際の現場に触れる機会が無くほとんど本や授業

で知識を得るだけで、環境問題について考えているという「実感」が無かった。そんな中

この研修の募集を見たとき、こんなにも環境について考え、体験できる研修はめったにな

いだろうと直感し、応募を決めた。そして、その直感は間違っていなかったと今になって

もよく思う。私が想像していた以上にこの研修では貴重な体験や勉強をさせて頂き、非常

に充実した 1ヶ月間を過ごすことが出来た。その中でも特に印象に残ったこと、それから
帰国後の活動について述べたいと思う。 
 
オイスカ研修センターでの生活を通して 
いざインドネシアに着いて、まず向かったのは

オイスカ OB会（チメンテン）研修センターだった。
ここでの約 10 日間の滞在期間中で、インドネシア
の文化を体感し、農業研修を含め様々な活動をし、

現地スタッフや研修生とも交流を図ることができた

ので非常に思い出深い場所となった。そして私は現

地で活動している NGO がどのように活動をしてい
るのか、 特に、人材育成というものが実際にどの程
度の成果があるものなのか、という事について関心

があったので オイスカの活動を間近で見て、活動を

体験できたことは私にとって大きな収穫だった。 
オイスカスタッフと参加者 

オイスカでの人材育成の成果とはすなわちスタッフの質、研修ＯＢの質の高さである

と思う。本研修中に出会った現地スタッフは皆、技術・意識レベルともに高く、各々が環

境保全や国の農業の発展等を考えて意欲的に活動しているという印象を受けた。一番記憶

に残っているのは、 ある環境教育担当のスタッフに環境教育について尋ねたときのことで
ある。忙しいにも関わらず、彼は快く質問に答え、眼を輝かせながら活動について説明を

してくれた。そして、私が日本で経験したネイチャーゲームについて紹介したとき、突如

真剣な表情になり熱心にメモを取り出したのである。その意欲と向上心に感動させられ、

私自身とても刺激を受け、このようなスタッフを育てているオイスカの今後の活動に大き

な希望が湧いたのを覚えている。そして多くのＯＢらは、研修終了後彼らの故郷に帰り、

オイスカで学んだ技術を使って地域に根付いた活動を行っていた。現地の人から現地の人

へと技術や想いが伝わっていっているのを見て、オイスカの技術が確かに地域に根付いて

いるのを感じた。 
そして、この研修センターでの農業実習も良い経験で、視野を広げる良い機会となっ

た。オイスカの農業技術は最新の技術や機械だけに頼らない現地にあったやり方、という

方針で行われている。農業は大変なものだというのは日本でも援農を経験して多少知って
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はいたが、実習では自然養鶏やコンポスト作りなど、どれも容易でなく根気のいる作業ば

かりでとても骨が折れた。一方、有機栽培や自然養鶏など、本当に自然のものを使ってい

るので環境負荷が少なく、現地でも持続的に行っていける方法であることを感じることが

できた。 
 

インドネシアの自然 
研修全体を通して、私にとって一番の収穫はインドネシアの豊かな自然に触れ、自

然の素晴らしさを再確認できたことであると思う。例えば熱帯雨林の涼しく湿った空気の

中を長時間トレッキングし、豊かな植生を観察しながら森の役割について実感できたこと、

マングローブの森の中をゆっくりと舟で通り、その美しさに心を奪われたこと…これらす

べてがはっきりと心の中に刻まれており、自然を大切に思う「実感」として残った。 また
一方で、ゴミの最終処理場でゴミが島の様に積もっていたこと、熱帯雨林を抜けた先に眼

に飛び込んできたのは焼き払われた荒れた山地であったこと… まるで悪夢を見ている様
な衝撃であったが、このような現実があるということを受け止め、何とかしなくてはいけ

ないと強く感じた。 
 
帰国後・・ 
一ヶ月間であまりに多くの新しいことを経験したために、得たことを整理するのには

とても時間がかかったが、帰国後はそれらを少しずつ消化し、学んできた事をさらに別の

視点から見直してみようと考え、行動している。なぜなら、私がこの研修で学んだことは

あくまで１つ、或いはいくつかの限られた方向から見たものであり、それが必ずしも正解

ではないと思うからだ。 
たとえば、研修後大学のゼミで野外調査として日本の過疎地域に数回赴き、環境教育

を中心として、森林の管理やごみ問題などについても調査したが、調査の際には必ずイン

ドネシアで学んだ事と比較をするようにした。そうすることで、日本の問題について新た

に見直すことができ、インドネシアでの問題についても新たな視点を得ることができたよ

うに思う。また、グヌン・ハリムン・サラック国立公園など、インドネシアで実際に訪れ

た場所について調査された文献を読んで事例を見直すということも機会を見つけて行って

いる。研修中に見聞きした事とはまた違う事実もあり、帰国後も新たな発見が多くあった。

私にとって、研修は終わったのではなく、ここからが始まりであると思っている。こうし

てこの研修で広がった視野を今後も広げ続けていきたい。 
 
これからの活動について 
研修の一ヶ月の間、これまでに無いほどじっくりと環境について考え、同時に自分に

何ができるのかということを考え続けた。 そうして考え続けた結果、自分の気持ち・意識
次第で環境問題解決に向けて取り組み、貢献することはどんな形でもできるのではないか、

ということを思った。個人レベルで生活スタイルを改善したり、今回経験したことを周り

に伝えることも１つの方法であると思う。また、今回オイスカを通していくつかの企業の

CSR活動を見ることができたが、企業側のスケジュールの都合上植林時期をずらさなけれ
ばならない等いくつか問題点も伺えた。CSRはまだまだ歴史が浅く、手探り状態である企
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業も少なくないはずであり、企業側にも環境や支援対象国に対しての意識、理解等が必要

であると視察を通して感じた。 まもなく進路決定の時期が迫ってきているが、今回この研
修で学んだこと、経験したことを軸に、これからの環境問題解決に向けて考え、取り組ん

でいきたいと考えている。 
最後に、全行程で通訳、コーディネートをして下さったオイスカスタッフの中垣さん

夫妻、同行して下さったオイスカと地球環境基金の皆様、オイスカセンターのスタッフ等、

たくさんの方にお世話になり、本当に感謝している。そして、今回が私にとって初めての

インドネシアであったので、文化や歴史等とても新鮮で魅力に溢れていたが、まだまだ多

くの学ぶべきこと、知るべきことを残してきたという感がある。だからいつか…と言わず

近いうちにもう一度、インドネシアを訪れてもっとインドネシアを知りたい。そして、お

世話になった方々とまた語り合いたいと思う。 
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３－８ 開発と環境についてインドネシアで考えたこと 
西澤 和彦 

 
 現在、全世界で環境問題が深刻になる中で、特にインドネシアでは多くの環境破壊の被

害が発生し、その解決は大きな課題である。他方で、インドネシアは今なお貧困に苦しむ

人も多く、経済開発もやはり大きな課題となっている。このような課題を抱えるインドネ

シアの開発と環境保全の現場を今回の研修で訪れた中で考えたことを、断片的ではあるが

まとめてみたいと思う。 
 
都市と地方・農村の格差 
今回の研修は、私にとって 2001 年以来 6 年ぶり
のインドネシア訪問であった。アジア通貨危機から

間もない頃であった 2001 年と比べると、ジャカル
タでは新しい車が増え、多くの高層ビルの建築が行

われるなど、国や中央レベルでの経済は回復･成長の

軌道にあることを実感した。ジャカルタの中心部は

道路等のインフラが整備され、オフィスビルやホテ

ル、デパートが立ち並び、一見すると先進国の都市

と変わらない風景がそこにある。もちろん、ジャカ

ルタにも立派なオフィスビルの程近いところにスラ

ムがあり、貧困の問題は存在している。しかしなが

ら、少なくとも表面的には、ジャカルタとその周辺

はインドネシアの首都として国の威信を賭けてイン

フラの整備が行われている。 
他方、地方に行くと、その風景は一変する。ジャ

カルタからボゴールまでは高速道路が整備されているが、その先スカブミ県に入るころに

は、幹線道路は舗装こそされているが、道幅は狭く、トラックやバスなどの大型車はすれ

違うのがやっと、という場所も少なくない。道路沿いの家並みは、小ぎれいにしてある建

物は多いものの、オランダ植民地時代からと思われる古い家やバラック作りのような商店

が数多くある。また、幹線道路から外れて農村地域に入っていくと、舗装はなくなり砂利

道となる。さらに奥に入っていくと車は入れない道幅になり、バイクか徒歩でしか移動は

できなくなってしまう。今回の研修で私たちがトレッキングとして歩いた国立公園内の山

道も、地元の住民たちにとっては日常生活のための道であった。わずか 100キロしか離れ
ていない場所ではあるが、ジャカルタで立派な道路を自動車で移動するのとは、まったく

の別世界である。 

高層ビルの立ち並ぶジャカルタ市内 

このような都市と地方・農村の格差は、発展途上国に行けばどこでも見られることであ

るし、30～40年ほど前の日本でも当たり前のことであった。日本はこの 30～40年間、地
方や農村に道路などのインフラを整備してきたわけだが、同じようなことをインドネシア

の地方や農村の人々も望むのではないかと、砂利道を車に乗ったり、歩いたりするたびに

考えた。ただ、日本の経験から考えて、このようなインフラ整備は環境を守るという観点

 136



からは必ずしも望ましくないことも生じさせる可能性がある。インドネシアでは地方や農

村でのインフラ整備はこれから行われることだけに、利便性の向上と環境保全が両立する

ようなインフラ整備が行われることと、そうした分野への日本の支援が実施されることを

期待したいと思う。 
 
現代型消費生活とゴミの問題 
 上で述べたように、都市と地方・農村の間にはインフラ整備などの面で格差があるが、

地方においても、幹線道路沿いにコンビニエンスストアが少なからず営業するなど、プラ

スチック包装を多用するような、現代型の消費生活が農村地域にも広がりつつあることを

うかがわせた。オイスカ・チメンテン研修センターに近い町では、目抜き通りである幹線

道路に清掃員がいて、道路を掃除してはいたものの、プラスチックを含む多くのゴミは道

路脇の溝に集めて捨てられていた。また、国立公園内の山道でも休憩場所などにプラスチ

ックゴミが捨てられているのが見受け

られた。住民たちは、果物の皮などの

有機物を道端に捨てるような昔ながら

の感覚でプラスチックゴミも捨ててい

るのだろう。他方で、国立公園内のエ

コキャンプ場に来ていた大学生らしき

若者たちが自分たちのゴミを袋に集め、

きちんと持ち帰っている様子も見られ、

インドネシアでも環境意識の高い人々

はゴミの問題を十分に認識しているよ

うに感じられた。 
現代型の消費生活を経験すると、そ

の利便性から、その生活をやめてしま

うことはきわめて難しいといえるだろう。したがって、そうした生活から発生するゴミの

分別やリサイクルが重要になってくる。私は研修の前半日程のみの参加だったので、イン

ドネシアでゴミ処理がどのように行われているかを自分の目で見ることはできなかったが、

帰国後に本などを読んで、インドネシアにもゴミ処理場があり、そこでプムルンと呼ばれ

る人々がゴミの分別やリサイクルに携わっていることを知った。ただ、写真を見る限り、

そうした分別やリサイクルが環境保全の観点から見て十分なものであるようには感じられ

なかった。日本でも農村地域では 10 年ほど前までゴミの野焼きが広く行われていたし、
現在でも分別やリサイクルが十分に進んでいるとはいえないので、人のことをいえたもの

ではないが、インドネシアでも収集の段階から分別を行うなど、より一層のゴミ対策が必

要であるように思われる。 

道路わきの溝に捨てられたゴミ

ゴミの問題については、インドネシアも日本もどちらもまだ課題が多い。お互いに学び

合い、協力し合いながら、対策を進化させていくべきではないだろうか。 
 
政府の責任 
今回の研修で印象に残った話の中に、オイスカの「子どもの森」参加校で、日本の外務
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省の NGO 支援無償により、倒壊した校舎を建て直した小学校の校長先生の話がある。こ
の学校では、強風による倒壊した校舎を建て直す際に、インドネシア政府からの支援金が

十分でなかったため、その受け取りを拒否した。そして、植林や環境教育で協力関係にあ

ったオイスカに支援を求め、オイスカを通じて日本政府の支援を得ることができ、校舎の

建て直しを実現することができた。校長先生は、資金の不足から多くの学校で校舎が危険

な状況にあることなどを挙げて、インドネシア政府が国民に対する教育の義務を果たすこ

とができていないと、インドネシアの教育の現状を率直に語ってくれた。校長先生によれ

ば、インドネシア政府からは、各学校が外部の企業や NGO などに支援を求めることを許
可する通知が出ているという。教育予算がない現実への対応策として、学校側が企業や

NGO に支援を求めざるをえないのは仕方ないにしても、政府がそれを頼りにするような
状況は決して健全な状況ではない。企業や NGO が国中のすべての学校を支援できるわけ
ではなく、国全体の教育を充実できるのは政府しかないのである。校長先生はインドネシ

ア全体で 1,100万人の失業者と 3,700万人の貧困層がいるということは、教育の不足から
人的資源が十分に開発されていないということだと語っていた。国民への教育は、政府が

果たすべき最大の責任のうちの一つである。インドネシア政府も、教育による人的資源の

開発が貧困の解消につながるという観点から、教育への投資を大幅に増やし、国民への責

任を果たすことを願いたい。 
 
おわりに 
私は研修の前半日程のみの参加ではあったが、インドネシアの農村地域に滞在、宿泊す

るのは今回が初めてであったので、非常に貴重な体験をさせていただくことができた。こ

の研修を機に、インドネシアにおける開発と環境保全に関する政策と実践についてさらに

深く学び、開発途上国における貧困解消のための開発と環境保全の両立に向けて、自分が

何をできるか探求をしていきたい。 
 
最後に今回の研修を主催、運営していただいた独立行政法人環境再生保全機構・地球環

境基金の皆様と財団法人オイスカの皆様、また訪問先各所の皆様に深く感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。 
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