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第三章 研修生感想文 
私ができる国際協力のかたち 

花村さくら 
（山梨県立大学国際政策学部総合政策学科） 

この研修の中でいちばん印象に残っているのは、現地の人々の力強さである。自分たちが、自分た

ちの環境を守るのだ、という強い意志が感じられて、私は何度も圧倒された。 
このように強い意志がある理由のひとつに、活動する人々が問題意識を共有しているということが

ある。問題意識があるからこそ、活動にも力が入る。そして、その問題意識が活動と連携できたのは、

小さな取り組みを大切に重ねてきたからのようだった。 
タイで地元住民のワークショップに参加したが、そこでは、表を用いて細かに、どんな過程でプロ

ジェクトを進めていくのかを説明してくれた。現状を把握し、活動することが大切なのだ。 
バングラデシュでは、環境ＮＧＯの活動現場を見学した。イスラム教徒が多い村で、イスラム教で

は、女性が発言しにくい環境にある。現地のＮＧＯはそれを考慮して、彼女らが発言しやすい環境づ

くりをしていた。それは、小さな会合をこまめに開くことである。細かな気配りで、小さな活動だけ

ど、それがあってはじめて、成功に結びつくのである。 
これらの活動は、現地の文化をよく知る、現地のＮＧＯだからこそ、気がつくものである。 
では、私には何ができるのか。私はこの研修で、国際協力における自分の役割というものを見つけ

たかった。そして、見えてきたのが、私だからこそできることがあるということである。 
たとえば今回、ホームステイをしたタイのリレッド村のエコツーリズムである。現地の人々の普段

の生活に、入れてもらうというものである。彼らにとって当たり前の、川の水で水浴びをすることが、

私には気持ちよくて仕方なかった。 
また、バングラデシュのＮＧＯポーシュの活動として見せてもらった森である。それは、人々に森

を管理させることで収入をもたらすというものだ。ここに植えてある木に、子どもが遊んでつけたと

いう傷があった。私は、森が人々の生活の糧になっていると同時に、子どもの遊び場になっているこ

とがたいへんよろこばしいことだと思った。 
これらは、現地の人には当たり前すぎて見えない、もうひとつの価値だと思う。タイやバングラデ

シュの生活を知らない私だからこそ発見できた新しい価値である。そういった価値の創造が新たな活

動の発展につながると思うのだ。 
私が、自分の役割を果たすにはまだまだ知識や技能が足りないことはわかっていたが、目的を見つ

ければ、どんな道をたどればいいのかがわかってくる。まさに、この研修の中でタイの人々がやって

いたように、まず問題意識をもつことである。私は、今回の研修のなかで、人生の歩み方のひとつを

教わったように思う。 
先日は、地球環境基金主催の国際協力講座にも参加して、新たな知識を得た。また、バングラデシ

ュの活動からは、小さな活動をこつこつ行うことを学んだ。 
私の今できることは、今回の研修をより多くの人に知ってもらうことだと考え、環境問題に関心の

ある人が集まる大学のゼミで、今回の研修の報告をした。国際協力論の講義の中でも、この体験をプ

レゼンテーションをする。また、新聞に投稿するための原稿をいくつか作成した。 
まだまだ、自分にできること、しなければいけないことはたくさんある。自分に何ができるのかを、

いろいろな背景をもつ人々と話し合えたことで、自分の国際協力における輪郭がはっきりしてきたよ

うに思えた。 
小さなことばかりだが、自分の現状を把握して、こつこつ、今できることをする。その大切さを教

えてくれたのが、研修で出会った人々であった。周りを理解して、初めて自分の役割が見えてくるの

ではないだろうか。そして、必ずある、私だからできる国際協力の形を完成させるために、これから

努力を惜しまない。 
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研修を終えて 
高津戸佑嘉子 

（立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部） 

私たちが訪れたタイとバングラデシュの現地では、環境問題が日々の生活と密接に関係していて、

人々は、それぞれが将来のことを真剣に考え、生きるために開発と環境の共存を目指していた。明確

で切実な目的がコミュニティ全体で共有され、NGOの必要性が自然な形で理解されていた。 
だから人々は、積極的にNGOの活動に参加していて、それはコミュニティの絆を深めているよう
にすら見えた。これが今回の研修のタイ、バングラディシュで感じたことである。 
１年前、私は大学の講義で「NGOと市民社会」というテーマのプレゼンテーションを行ったが、
帰国してから資料やレポートを見直してみて、当時の私の認識が「外部から来た」NGOがその対象
地域の問題を改善するというイメージに偏っていて、現地住民の活動参加については、あまり重要視

できていなかったことに気がついた。 
しかし、今回の研修を終えて、今の私は、環境保全や開発における住民参加の重要性をはっきりと

認識し、あの時とはまったく違った見解を持っている。これは現地に足を運び、人々のパワーを感じ、

初めて心から理解したことである。 
そして私は、日本の場合を考えてみた。はたして日本の人々は、開発と環境の共存の重要性をどれ

だけ理解しているのか。日本は開発途上国と比べ、環境問題に対して、進んだ取り組みを行っている

ように思っていたが、実際のところ、ひとりひとりの問題意識の低さは否めないと強く感じた。 
私たちの周りでは、環境問題が生活に直接的で、かつ深刻な害を及ぼすケースが少ないため、どう

しても問題意識は高まりにくい。よって、改善に向けた活動への住民参加も進まない。これは日本で

NGOへの理解がなかなか深まらない一因でもあると思う。だから私たちは、この研修で学んだこと
を周りに広めていかなければならない。 
また、今回の研修では、NGOや国際機関、国連、政府、現地住民といったさまざまなカウンター
パートと接した。それぞれの立場からのアプローチを知ったと同時に、そこにある人と人との繋がり

を肌で感じることができた。これは、貴重な経験だった。 
来年、就職活動を迎える私としては、今後NGOの活動にどのようにして関わっていくかを、常々
考えていた。しかし、今回の経験を通じ、NGOを進路として選ぶか否という選択の前に、学ぶべき
こと、身につけるべきスキルがたくさんあることを痛感した。 
まずは、今回の経験を今後の学びに生かしていきたい。勉強だけでなく、学生である今だからこそ

できることにも、今まで以上に積極的に取り組んでいきたい。そして社会に出て、前に進む中で、自

分の足りていない部分を身につけ、その後NGOの活動に携わることを目標としたいと思う。 
ウエットランド・インターナショナル・タイ（WIT）やバングラデシュ・ポーシュ（BDP）、そし
てラムサールセンターの活動に接し、その力強い動機づけを得たことも、私にとっては大きな収穫で

あった。 
最後に、今回の研修でお世話になった方々、現地で中身の濃い時間を一緒に過ごした 6人の研修生
に、心からお礼を申し上げます。たくさんのお力添えをいただき、本当にありがとうございました。

そして、これからもよろしくお願いします。 
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研修全体の感想 
古橋愛 

（東京外国語大学フランス語学科） 

１ 環境問題は人々の生活の問題である 
この研修に参加するまでの私にとって、環境問題とは、温暖化やオゾン層の破壊、野生生物の絶滅

などのことで、それらが私たちに影響するのは、遠いもしくは近い未来のことであると感じていた。

そして、それらを解決するのは、政府による法制度や条約の取り決めや国際機関による取り組みで、

私たちにできることは、エアコンの温度を下げたり、マイバックを使うことであったりすると思って

いた。 
しかし、より南の国や沿岸部に住む人たち、農業や漁業、林業など自然と共に暮らして生計を立て

ている人たちにとっては、それは、今日明日を生きるか死ぬかの問題であり、、世界の気候変動や経済

活動による環境の変化が、日々彼らの命や生活を脅かしているのだということを学び、それはなにも

途上国だけの問題ではない、ということがよくわかった。 
日本でも、それらの産業に関わっている人たちは多くいて、彼らにとっても、環境問題は生活の直

接的な問題であり、日本の都市部に住んでいてはまったく実感できないこの事実を、私たちは、真剣

に体感し、考えるべきだと思った。 
 
２ タイとバングラデシュの比較―「途上国」の定義 
今回の研修目的地のタイとバングラデシュの２国の比較は、非常に重要だった。一言で「アジアの

途上国」といっても、タイ、特にバンコクはかなり発展していて、生活面でも日本とほとんど変わら

ず、まったく不自由しなかった。 
それに比べてバングラデシュのダッカは、首都といても、交通ルールはまったく整備されておらず、

インフラも不完全な状態で、物乞いする人で街にあふれていた。視覚的に見ても、違いは歴然だった。 
タイの発展の仕方は、外資を積極的に受け入れ、外国企業を誘致して成り立った部分が多く、街並

みを見ても、日本企業の進出具合には驚くばかりだった。 
一方、バングラデシュには、あまり外資は入ってきていなかった。それは、単に企業側がメリット

を見出せないために進出してきていない状況というよりは、バングラデシュの人々が、自分たちの文

化や伝統、生活が圧倒的に変わるリスクを負ってまで外国の力に頼った発展を望んでいないように思

えた。 
その要因としては、タイは一度も植民地化されておらず、バングラデシュはそのナショナリズムの

ために戦争を起こし、独立をしたという歴史の違いがあるのだろう。逆に考えれば、タイはその近代

的発展とともに失ったものも多いのではないか。どちらが望ましい道かはわからないが。 
 
３ ローカルな取り組みの重要性 

1 と同じく、私はこれまで、世界に山積している、貧困や紛争、格差、環境などの課題を解決して
いくのは、たくさんの人を巻き込んだ大きな取り組みでしかなく、つまり、国際的な仕組みを変える

しか方法はないと考えていた。草の根の活動にも一定の効果はあるだろうが、それは、根本的な解決

にはならないのでは、と。 
しかし今回、その問題の当事者だからこそ発揮される力と情熱にたくさん出会い、そして、感動し

てきた。今回出会った NGOの、それぞれの地域での取り組みは、さまざまな課題はあれども、どれ
も「成功」していた。そして、そういった情熱がいずれ広く伝播し、もっと大きな影響を与えること

は、決してむずかしくはないと感じた。 
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私の自分開拓史 
建部恵世 

（NGOスタッフ） 

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」、旅を終えた機内で、そんな一節を思い出した。この

研修で私たちは、それぞれのトンネルを抜け、そこに見たものは何だったのだろうか。 
３週間という、長い人生のほんの一瞬を全力で駆け抜け、それぞれが手にした答えはどんな輝きを

放っていたのだろう。少なくとも私にとっては、その光が長く暗いトンネルの出口へと導いていって

くれたものに違いない。 
想像を超えるほどハードで盛りだくさんの研修をとおして、最も深く考えたことは、価値観と文化、

社会の関係についてだった。行く先々で出会った人々の活動や現地の方々の実生活から、絶えず投げ

かけられる疑問に、私はいつも正解を探そうとしていた。 
しかし時がたつにつれ、研修前に思い描いていたはずの正しい国際協力、正しいＮＧＯのあり方と

いったものが、次第に揺らいでゆくのを感じた。それは、今まで「こうであるべき」と信じていた、

“正しさ”の基準が、実は、自分の価値観によって組み立てられていたと知ったからだ。 
人間は、常に選択をしながら生きている。幸いにも私たち日本人の日常には、多くの選択肢があり、

自由にそれを選ぶことができる。一方、社会インフラの進んでいない国では、それは限られている。 
この環境の違いが、何を選び取るかといった個人の価値観に影響を与えている。つまり、背景にあ

る文化や社会が、価値観の色や形といった一部を構成しているのだ。 
しかし、価値観には個性が存在する。それがＮＧＯの姿そのものだということにも気がついた。彼

らは、自分の価値観を信じて活動していた。その活動が文化や社会を多様化させ、発展さていくのか

もしれない。 
この二つの要素によって、私たちのアイデンティティは形成され、その結果、個人と国家が成り立

っていくのではないだろうか。このように社会と価値観は、円を描くように関係していることがわか

った。 
そのことに気づいてから、あんなに必死になって探していた疑問には、正解はないと考えるように

なった。私の日本人であるという価値観で判断した“正しさ”は、必ずしも他国で受け入れられるわ

けではなく、個人的に決めた“いいこと”もまた、他者の生活にとって同じように感じられるわけで

もない。 
その答えは、今回のような体験を通してしか見出すことのできない貴重なものであると実感した。

新しい文化に出会ったとき、一度自分の価値観を捨て、相手の話をよく聞いてみると、自分の中に、

以前よりももっとカラフルで自由な視点が誕生していることに驚くはずだ。 
今回、私は素晴らしいチャンスに恵まれた。現地 NGOの活動に感動した時も、おいしすぎて蚊に
たくさん刺された時も、はじめて目の当たりにした現実にショックを受けた時も、分かちあえる仲間

がいた。新たな視点と自分を開拓することの勇気をくれた人たちがいた。私の可能性に本気で期待し

てくれた人たちがいた。そのすべての人々に、今、心から感謝の気持ちを述べたい。 
それぞれが見つけた何かが、今後、人生をどう照らし出していくか、楽しみなのはきっと本人だけ

ではなく、出会った人すべてが思っていることだと思う。 
私は、そのことをいつも胸に、幅広い価値観を持った“私”になっていきたい。これからはじまる

自分開拓史の主人公は、他の誰でもないワタシなのだから。 
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タイ・バングラディッシュ活動体験を終えて 
池田廉 

（宇都宮大学農学部農業環境学科） 

タイ研修で強く実感できたのは、自然を開発することそれ自体が悪であるという考えに陥りがちだ

が、けっしてそうばかりとは言えず、自然を開発することは人間の生活を維持していく上で重要でも

あるということだ。 
タイの沿岸地域ではマングローブを伐採し、エビの養殖池をつくり、自分たちの生活のために、ま

た外貨を得るために、いわば、正当な活動を行っているのだ。しかし、そこで重要なことは、人間の

能力にも限界があるように、今回訪問したスラタニやクラビの沿岸環境にも、限界があるということ

である。過度な養殖池を作ることにより、マングローブを伐採したことは、沿岸地域の環境を劣悪な

ものにした。これは、結果的に人々の生活を苦しめることになり、私たちは、この状態から脱却しよ

うとするさまざまな活動を現地で見学することができた。 
マングローブの再生を可能にしてきた過程で重要なことは、地元住民どうしの結束（コミュニティ）

である。スラタニのフィッシャリー・センターで行った植林活動や、バンドンベイ・ネットワークの

ホームステイプログラムは、このコミュニティの結束力があってこそ実現できたものであり、マング

ローブ保全の重要性を理解する効果的な活動であった。そしてなによりも重要なのが、若い世代にも

この考えがしっかりと伝承されているということだ。 
それを代表していたのが、アマ・パニチュヌクン学校の生徒が言った、「マングローブ林はスーパー

マーケットだ」という言葉だ。何気ない言葉だが、今回の研修で一番印象に残った言葉である。 
なぜなら、この言葉には、マングローブを単なる植物として認識しているだけでなく、「生きるため」

はマングローブ林が必要なのだと言っているのである。これほどストレートな、自分たちが生活して

いく上で環境保全の重要性を認識している表現に、私は驚かされた。 
バングラディッシュの研修では、ダッカに到着したときから、タイと雰囲気が変わったことを感じ

た。宗教が異なる点から、ある程度は予想していたが、街にあふれる人、物乞い、車の洪水と渋滞、

響き渡るクラクションの音など、予想外の都市の環境悪化状況に驚かされた。 
バングラディッシュの環境問題に取り組む上で、この国の経済的、政治的、宗教的問題がそれぞれ

に絡み合っていることを無視することはできない。これらの問題を少しずつ紐解いていくには、その

国自身が将来的に自立できるような、外部からの適切な支援が不可欠であり、長期的に見守っていく

ことが重要ではないかと実感できた。 
このように複合的に問題が混在する国でありながら、コックスバザールでは、ダッカの喧騒がウソ

のような、豊かな田園風景が広がっていた。多くの人々が笑顔で生活しているように感じられた。 
モヘシュカリ島のドルガダ村では、多くの村人が私たちを歓迎してくれた。村で行われた気候変動

リスクマネジメントのワークショップの際は、ハリケーンや津波といった地球規模で取り組まなけれ

ばならない環境問題に果敢に取り組む姿勢が、村人からヒシヒシと感じられた。 
なぜ彼らがこのように熱意を持って自然環境保全に取り組むのかというと、やはりタイで見てきた

ものと同様に、自分たちが「生きていくため」なのである。 
今回の研修で訪問したタイとバングラディッシュで出会った人々は、自分たちの生活を守るため、

さまざまな環境問題に対し、自分たちができる精一杯の活動を行っていた。環境保全活動の意味と、

それに取り組む姿勢に、現在、日本で暮らしている私には、大きな温度差を感じた。 
この温度差を、一人一人が埋めていくことが、今後の地球環境問題を解決していく上で重要なプロ

セスとなるのではないだろうか。そのうえで、私は人と自然との持続可能な社会を実現できるように

努力していきたいと強く感じた。 
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研修に参加しての感想 
川合晋平 

（神戸大学大学院国際協力研究科） 

現在、環境問題は日常的に起こっている。タイでは森林破壊が起こっており、バングラデシュでは

洪水による被害が毎年のように起きている。このようなことは、日本で暮らしていても知ることがで

きる。実際、私は大学院で環境法を研究しており、こうした環境問題の実態を知識として知っている。 
しかし、今回の研修では、座学では絶対に学べないことを数多く吸収することができた。それは、

文化、宗教、社会生活等を通じたタイとバングラデシュの現実の環境問題である。 
 研修での一番の収穫は、途上国における「環境問題の繋がり」を認識できたことである。「環境問題

の繋がり」には、「横」と「縦」の二つの意味合いがある。一つは「横」の繋がりであり、それは環境

問題が他の多くの分野と関連しているということである。 
タイでは、マングローブ林の伐採が行われ、エビ養殖場が作られてきた。そのエビ養殖場では、貧

困層の労働者が働いている。養殖場が使われなくなると、マングローブの再生が試みられるが、養殖

時の薬品散布によって、再生は阻害される。マングローブ林という一つのトピックを持ち出してみて

も、その裏には、経済的、社会的なさまざまな問題が存在しているのである。 
今回の研修で訪れたのは、特に、環境問題と現地の人々の生活が密接に関係している地域であった。

貧しいゴム農家の暮らしも、環境という視点からは切り離すことはできない。現地の人々の暮らしと

いう観点から環境問題を垣間見ることができたのは、非常に有意義な経験であった。 
「環境問題の繋がり」の２つ目の意味合いは、「縦」つまり、歴史的な繋がりである。環境破壊の端緒

は、数十年も前の森林伐採や土地の開拓である。それが今日の環境に大きな影響を与え、さらに将来

世代の生活にも影響を及ぼしている。環境問題は、現在のことを対象に考えるだけでなく、過去の歴

史を踏まえ、将来世代への影響を考慮しなければならない。 
環境への歴史的な取り組みとして、ダッカでは、洪水対策が今日に至るまで進展し、被害が減って

きているという事実を、現地の人の話で知ることができた。また、タイでは、環境保護の取り組みが

古くから行われていたことがわかった。 
世界的に環境意識が高まる以前から、各地の住民が団体を組織して、森林や海の保全活動に取り組

んできたのである。研修に参加する前、私は途上国の人々は環境意識が低く、環境問題への対策は進

んでいないという、偏見を持っていた。 
しかし、現実には、途上国にも環境意識の高い人々がいるということがわかったのである。 
研修中、多くの方々にお会いしたが、行く先々で厚遇していただいた。もちろん、途上国の田舎の

地域に先進国の若い学生が多数で訪れたことも一因と思われるが、なによりも、自国で起こっている

環境問題を「外」の人々に伝えたいという想いが、我々を受け入れてくれた現地の人々の中にあるこ

とを強く感じた。 
彼らの想いに応えるためにも、研修に参加した者として、研修の経験を自分なりに咀嚼し、彼らに

フィードバックする必要があると感じた。今後もタイやバングラデシュに足を運んだり、自らの大学

院での研究活動として両国の環境問題を取り上げたりと、方法はいろいろあると思う。 
まずは、今回の研修を自身の中で行ったきりの経験にせず、研修の経験を広く周りに伝え、今後と

も両国と関わっていきたいと思う。 
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12日間のタイでの派遣活動を通じて、私は、海外の環境問題を自分の目で確かめることによって、
現在のNGOでの活動に反映させることと、大学院の修士論文でとりあげる「日本企業の社会的責任
として、途上国の環境問題に対して今後どのように取り組むべきか」というテーマについて手掛かり

を掴みたいという目的を持って参加した。タイのマヒドン大学でのオープンセミナーやNGOの活動
を通じて、私はいろいろなことを発見できた。 
一つ目の答えとしては、他のセクターとのネットワーク構築と人材育成の重要性である。 
スラタニとクラビにおいて、ウエットランド・インターナショナル（WI） のもとで地域の環境問
題に取り組むさまざま現場を訪問し、感じたことは、大半の活動において、その地域コミュニティの

小グループが活動の重要な部分を担っていることが見えてきた。 
NGOだけでは行き届かない面を行政や地域住民の協働によって、より効果的な活動を行っていて、

NGO、行政、コミュニティのコラボレーションが持続的な活動を支えているのだと思った。 
また、その活動を担う人たちに対する教育がとても重要であることもわかった。オープンセミナー

においても、それは、とても強調されていた点であったと思う。 
国境を越えた取り組みや、東シナ海に面する国々が協働で環境学について学んでいたり、地球全体

の環境を良くしようとさまざまな国から留学生が集まってきてもいた。日本も近隣の国との協力関係

を重視した教育課程が必要なのではないだろうか。 
二つ目の答えは、地域住民の自助努力を促進させることに重点を置くべきではないかということだ。

地域の環境教育に対しての支援、例えば、今回訪問したリレッド村のようなコミュニティの活動を支

援するといったことを軸にした活動や、地域NGOに対して企業からの支援が増えていけばよいので
はないかと感じた。そうすることによって、実質的な CSRに繋がるのだと思う。 
全体を通して感じたことは、環境問題について理解を深めることが、まず最初に取り組むべきこと

で、かつ最も重要なことであると痛感したことだ。 
将来を担う若い人たちが、グローバルな社会全体で起きている環境問題を自分たちの身近な問題と

して捉え、自分たちの日常生活の中の些細なことから問題意識をもてるよう、環境教育の充実を図る

ことが大切ではないかと思った。日本の小学校や中学校において、環境教育を義務教育の一環として

扱うべきなのではないかと感じた。 
最後に、最も印象に残ったことは、「人々の温かさ」である。 

 


