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研修生の感想 

 

 22日間のタイとインドでの研修を終えて、研修生たちがその思いを綴ります。 

 

＜遠藤 香奈江＞ 

私は今回の研修で初めてタイとインドを訪れました。研修を通して何度も感じたこと

は、海外プロジェクトに参加する際には人と人とのつながりや互いの信頼関係がもっと

も大切であるということです。タイでは滋賀大学の川嶋先生やチェンマイ大学のチチョ

ン先生が中心となって環境教育についてだけではなくタイの歴史や文化について親切

に教えてくださいました。お二人のサポートがあったからこそ、タイについてより深く、

より広く学ぶことができたと思います。 

また、インドではパリシュリ（PALISHREE）のダスさん、そしてバプゥさんが我々にほ

ぼつきっきりで通訳や案内をしてくれました。また、最終日に空港が閉鎖されるという

アクシデントに見舞われつつも、二人がブバシュワルからコルカタまで 900kmという道

のりを車で送ってくれました。そのおかげで無事予定どおりに日本に帰ってくることが

できました。 

このように私たちが研修を無事に成功させることができたのは、現地関係者の方々が

親身になって助けてくれたからだと思います。そのような信頼関係をこれまで築き上げ

てこられた RCJ、そして JFGE の方々に対しても本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございました。 

 

 

＜仲田 早織＞ 

 私は今回の研修では、先進国に住む自分の中の価値観を捨てた見方で、開発途上国につ

いての理解に努めようと考えていた。しかし実際私の中には、開発途上国は環境に対する

意識が低いという偏見があったからか、現地の人達の環境に対する姿勢には何度も驚かさ

れた。現地では、生活に直結した環境問題や、生活のための開発に一生懸命取り組む人達

がいた。相手と同じ目線で理解することの大切さを痛感した。また日本でも、生活と環境

問題に対して、直結した意識を高めることの必要性を感じた。 

 最後に、今回の研修に関わって下さった関係者、研修生の皆様、本当にお世話になりま

した。迷惑をかけてしてしまっても、文句一つ言わず、優しい対応をして下さった皆様に

本当に感謝しています。ありがとうございました。 
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＜黒澤 優子＞ 

多尐の仕事はしているとはいえ、ほぼ専業主婦としてのんびり暮らしてきた私にとって、

今回のような密度の濃い、高度の集中力が要求される研修に参加したことは、きわめて新

鮮な経験でした。若い人たちに混じって研修生という立場に身を置くのは、ちょっと居心

地の悪い感じもしましたが、そんな感覚は研修が始まると同時に消し飛んでいました。若

い仲間たちはとても親しみやすく、それに何といっても研修の中身自体が興味深いものば

かりで、一瞬一瞬が貴重な時間となりました。 

研修の最初の頃にリーダーの武者孝幸さんから「失敗を恐れるな」と言われたことも、

私にとって大きな意味を持つことになりました。武者さんの言葉は、ややもすれば臆病に

なりがちな私の背中を押してくれ、講義中の質問やプレゼンなどに積極的に挑戦すること

ができ、新しい自分が発見できたような気がします。 

思い返せば、本当にたくさんの人に支えられた研修でした。それらの人々への感謝を胸

に、研修の成果をこれからの自分の生き方に反映させていきたいと思います。 

 

 

＜塩塚 祐太＞ 

 海外派遣研修を終えてから時が経つにつれて、この研修での経験が当初考えていた以上

に多くのことを僕に与えてくれていたと気付くようになりました。研修中物事をまっすぐ

に見ることをしない僕は、ときにその目の当たりにした事実によって激しく打ちのめされ

ることも尐なくありませんでした。ただそのような中でも、感じてきたものが「人とのつ

ながり」だというのは間違いがありません。そしてこの研修で僕自身が得た「つながり」

もまた、決して思い出の箱にしまえないものです。ここで日本での私の生活を振り返って

みると、研修で感じてきた「つながり」の大切さを、友人や家族のみならず、地域や自身

の属するコミュニティからも同じように感じられていない自分に気付きます。このような

自分の中で消化しきれていない課題のように、この研修で得たものはまだ僕の中に、もや

もやふわふわとして残っています。しかし、これが今の時点で完結するのではなく熟成さ

れて、これからの人生においてまだ得ぬ経験と今回の経験が結びついて、さらに僕を成長

させてくれると信じています。この経験が一つのきっかけであり、今回の機会を与えてく

れた方々の計らいに答えるためにも、僕は次のステップへとつなげていく努力をここに評

したいと思います。 

 この研修で「つながり」を持てた全ての人に感謝を込めて。 

 



–90– 

＜百瀬 貴文＞ 

帰国後に改めて日本の身近な生活や風景を見つめなおす中で、ようやく「タイとインド

に行ってきたんだ！」という実感がわいてきましたように感じます。 

私は模擬国連という活動に２年間携わってきましたが、常々、国際問題と自分との距離

に不安な気持ちを持っていました。これが問題だと叫んではいても、結局のところ私たち

は日本という恵まれた環境下に生活する者です。その問題の当事者、特に被害者になるこ

となど恐らくはありえないでしょう。 

私はそれが嫌でした。例えば貧困を考えるにしても、私たちは数字の上でしか貧困を語

ることはできません。本当の意味での貧困を知らないからです。だから私は、問題の起こ

っている「現場」を知りたいと思い、今回の研修に参加いたしました。 

フィールドワークを通し、データだけではわからない多くのことを学びました。当事者

意識を持つに至ったかまでは、正直まだわかりません。しかし、テクストの上では「貧し

い」と言われる人たちの、あの楽しそうな笑顔を私は覚えています。権力に逆らえず、厳

しい環境に住む人たちの生の声を覚えています。 

問題の実態というものは、現場を通してしか感じることはできないと私は思います。私

は今まで海外に行った経験がほとんどありませんでした。正直、英会話も苦手です。それ

でも、こうして新たな問題意識を持って帰ってくることができました。これも一重にこの

研修でお世話になったすべてのみなさまのおかげと思っております。本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

＜白岩 佐央理＞ 

 今回のタイ・インド研修では、UN（国連）ビルでのセミナーから始まり、実際の環境教

育を行っている場を訪れ、多くのワークショップに参加して意見を交換し、住民と触れ合

い、様々なことを感じとった。そのなかでも印象に残っていることは、人々の環境意識の

高さである。人々は環境と共生し、生活を向上させようと地域全体が１つとなって環境問

題に取り組んでいた。また住民が支援 NGOと協力して事業を行うことの重要性も認識した。

支援する側は住民の意見に耳を傾け、彼らと同じ目線で問題に向き合うことが大切である

と実感した。 

 最後に研修を支えて下さった地球環境基金のみなさま・ラムサールセンターのみなさ

ま・現地コーディネーターのみなさま・並びにサポートして下さった多くの方々に本当に

感謝しております。また一緒に参加した研修生のみなさまにも本当にお世話になりました。

みなさんと研修に参加できて本当に良かったです。ありがとうございました。 
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引率者からのコメント 

岩崎 慎平 

 

「百聞は一見に如かず」。この言葉は学生時代からの私のモットーとなっています。国際環

境協力を考えるとき、マスメディアや本で書かれている情報を鵜吞みにせず、現場で何が

起きているか、それを実際に自分自身の五感で感じとることを大事にしています。なぜな

らば「思い込み」は物事を捉える視野を狭め、ときには考慮すべき重大な事項を見落とし

てしまうかもしれないからです。特に途上国では人々の暮らしが身の回りの自然環境とた

いへん密接に関わっているため、安易な「思い込み」に基づく開発や支援事業はコミュニ

ティや生態系の危機的な崩壊を招くおそれがあります。研修生の皆さん、改めて海外研修

プログラムで得られた体験や新しい発見を想いかえしてみてください。出発前に思い描い

ていた想像とは異なる、あるいは想像を超えた現実を目の当たりにできたのではないでし

ょうか。それを実感できたことだけでも、今回の海外研修に参加できた意義はたいへん大

きいと私は思っています。 

 しかしだからといって、人々の暮らしや周辺の自然環境そのものだけを極端に注視すれ

ばよいかといえばそうではない。世界各地でグローバル化が急速に進んでいる現代におい

て、ある自然環境で伝統的に依拠してきた人々の暮らしは、人口移動、資本参入、法整備

や異なる価値観の導入などに伴い、一地域とグローバル環境の関係性が重層的に結びつい

ています。そこには多様な利害関係者が関わっています。今回の海外研修プログラムでも

国連機関をはじめ、政府、国際・国内 NGO、大学・研究機関、コミュニティ組織など、さま

ざまな利害関心を有する団体・人々が国際環境協力の現場で動いていました。地域の現場

で起きていることを理解するとともに、それら利害関係者の短期的さらに中長期的な動向

を把握することも大切です。そのためには、日頃からアンテナを高く上げて情報を収集し、

多岐にわたる情報群の中から問題や論点を切り取ることが求められます。その際、専門性

を磨くことは情報収集・分析・提示する際に必須となるでしょう。したがって、まずは自

身の専門性・素養を研磨することが、国際環境協力で活躍する人材になるための一番の近

道だと思います。 

 タイ・インドで皆さんと寝食を共に過ごした 21日間、たいへん充実した日々でした。日

を追うごとに、研修プログラムに対する研修生の姿勢・意欲が見違えるように変わり、個

人的にもたくさんの刺激を受けました。研修生皆さんが今回の海外研修で得られた経験を

どのように受け止め、今後に向けて如何に繋げていくか非常に楽しみにしております。こ

れからも末永くよろしくお願い致します。お互いに頑張っていきましょう！！！ 
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事前研修の報告 

白石佐央理 

 

平成 22年度「海外派遣研修＜タイ・インド＞」事前研修 

１ はじめに 

独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部（JFGE）が主催する平成 22年度「海外

派遣研修＜タイ・インド＞」を効果的に実施するために、主催者、実施協力者、研修生、

関係者が集まり事前研修が行われた。 

【日 時】 2010年７月 18日（日） 10:00～17:15 

【場 所】 JICA地球ひろば セミナールーム 202（渋谷区広尾） 

【参加者】環境再生保全機構／ラムサールセンター（RCJ）／研修生／外部招聘講師／ 

前年参加研修生ほか 

 

２ 内容 

10：00 開会： 主催者挨拶、プログラム進行確認 

10：05 プログラム１：海外派遣研修事業の概要 

10：20 プログラム２：研修生紹介 

10：35 プログラム３： JFGE・RCJと随行スタッフの紹介 

10：40 プログラム４：タイ･インド研修の概要説明／RCJ 

11：00 プログラム５：研修地域の環境問題と国際協力に関する講座と質疑／招聘講師 

・講座①／名執芳博（国連大学高等研究所上席研究員、元 UNEP･ROAP副所長） 

「アジアの環境問題と国際協力の枠組み―タイ・インドを中心に」 

・講座②／岩崎慎平（総合地球環境学研究所特別研究員） 

「環境国際協力をめざす人たちへのメッセージ―私の事例」 

12：15～13：15 昼食／この時間、ビザ取得など必要な旅行代理手続きなどを行った 

13：15 プログラム６：現地研修プログラムの詳細 

1)現地研修の構成と日程 

2)バンコク研修／国際機関、国際 NGOを訪ね、環境問題と国際協力の実際を学習する。 

3)チェンマイ研修／水環境の環境教育（EE）実践と山岳尐数民族の環境保全活動の体験。 

4)コルカタ研修／アジア有数の環境悪化都市の人口集中、都市公害の実情を視察、学習。 

5)ブバネシュワル研修／インドの貧困州オリッサの環境問題を州政府機関（CDA）で学習。 

6)ビタルカニカ研修／マングローブとワニで有名な国立公園の村の環境保全活動の実践体験。 

7)チリカ湖研修／サロマ湖を見本に環境再生したラムサール湿地の保全活動の実践体験。 
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14：00 プログラム７：研修にあたっての心がまえと諸注意 

・心がまえと目標―なにを学習し、体験するのか／研修手法（視察、調査、参加、

実践、コミュニケーション、体感、記録） 

・開発途上地域の諸事情／自然／政治、経済、歴史、生活、インフラなど／民族、

宗教、言語、教育など 

14：45 プログラム８：服装、持ち物など旅の諸注意 

15：10～15：30 休憩 

15：30 プログラム９：前年度参加者、池田廉さん・古橋愛さんによる体験報告 

16：20 プログラム 1０：「研修テーマ」設定と「研修生報告書」作成任務分担 

17：00 閉会： チーム結団式で終了。その後交流会が行われた 

 

【研修生への宿題】 

①研修生自身の環境活動、日本の自然・環境・生きものなど発表する英語原稿：３分以内

で A3版用紙に、写真や絵を貼ったもの５枚以内 

②英語で自己紹介スピーチ：30秒以内 

③各自がそれぞれの問題意識に沿って研修テーマを考えてくる 

 

３ 感想 

 研修が決まって初めての集合で、研修が始まることへの楽しみな気持ちと研修について

いけるか・他の研修生と上手くやっていけるかなどの不安な気持ちの半々だった。しかし

事前研修を受けて今まで漠然としていた「自分が研修を通してなにを学びたいか」がだん

だんとはっきりしていき、不安はほとんど消え期待でいっぱいになった。またこれからタ

イ・インドを共に過ごす JFGE の方々・RCJ の方々・研修生の方々はとても気さくだが責任

感があり、知識も豊富で一緒に３週間過ごせることをうれしく思った。そして研修生１人

１人の研修に対する意気込みを感じることができお互い良い刺激を受けた。本番の研修は

ハードスケジュールで発展途上国ということから何が実際起こるか分からないが、みんな

で協力してこの研修を成功させたいと思った。個人的には環境についてあまり知識がなか

ったため、本番までに基礎的な環境知識+タイ・インドの環境問題に関して調べる必要性を

強く感じた。 
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報告会を終えて 

仲田早織 

 

平成 22年度地球環境基金海外派遣研修＜タイ・インド＞報告会 

１ はじめに 

 独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部が主催する、平成 22年度「海外派遣研修

＜タイ・インド＞」の研修後の理解をより深めるために、主催者、実施協力者、研修生、

関係者が集まり報告会が行われた。 

【日 時】：2010年 11月 6日（土） 午後 1時 30分～5時 30分 

【場 所】：JICA地球ひろば セミナールーム 401（渋谷区広尾） 

【参加者】環境再生保全機構／ラムサールセンター／研修生／一般参加者 

 

内容・プログラム 

13：00 受付（30分） 

13：30 開会（5分） 

・開会の挨拶：ラムサールセンター 

・海外派遣研修主催者挨拶： 

 独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部地球環境基金課長 松木正幸さん 

・プログラム進行確認 

13：35 プログラム１：海外派遣研修＜タイ・インド＞実施概要の説明（20分） 

解説／ラムサールセンター 

・研修プログラムの概要（目的、研修国･地域、受入 NGO･プロジェクト） 

・日程、総合コース、実施･組織･安全･緊急体制 

・研修プログラムの全体の枠組み（事前研修～現地研修～報告会～報告書発行） 

13：55 プログラム２：現地活動体験プログラムの詳細報告（60分：１人 10分） 

解説／海外派遣研修参加者 

１）タイ・バンコク 百瀬貴文  

２）タイ・チェンマイ＆チェンライ 白石佐央理・遠藤香奈江 

４）インド・コルカタ～ブバネシュワル 黒澤優子 

５）インド・ビタルカニカ 塩塚祐太 

６）インド・チリカ 仲田早織 

14：55～15：10 休憩（15分） 

15：10～ プログラム３：研修生によるテーマ別研修発表（90分：1人 15分） 
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１）仲田早織：チェンマイ（タイ）における高校生への環境教育 

２）塩塚祐太：森と伝統に生きる“今” ～北タイ山岳尐数民族の集落訪問の報告～ 

３）黒澤優子：環境保全活動に参加する住民の意識について ～参加の動機は何か？～ 

 

４）遠藤香奈江：ラムサールサイト：東コルカタ湿地の役割 ～湿地の機能とコルカタ

市民にとってのその重要性～ 

５）白岩佐央理：インドにおけるエコツーリズム ～ビタルカニカとチリカの事例～ 

６）百瀬貴文：バンコク・国連ビルでのセミナーから 

 

16：40 プログラム４：質疑応答（30分） 

17：10 プログラム５：講評（５分） 

17：15 研修チーム解散 

18：00 閉会 

 

３ 感想 

 現地での研修が終わった後も、報告書作成などのため連絡は取っていたが、３ヵ月ぶり

の再会で、皆がどのように研修を受け止め、これからをどのように考えているのかなどを

知るのが楽しみだった。報告会では同じ研修を通してそれぞれが感じたこと、考えたこと

が異なり、それらを報告会という形で共有できて良かったと思う。最後の最後に・・・（笑）

というアクシデントもあったが、アクシデントが多いのは今回の研修生の特徴だというこ

とで（優子さん仲間に入れてすみません）、良い思い出となって良かったと思う。さお最後

にありがとう！ 笑 
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