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はじめに 

 
 グローバル協力センターが平成 23（2011）年度に開始した学生による国際調査（スタデ

ィツアー）は、学年や専攻の異なる学生がグローバルな視点から「共に生きる」社会につ

いて学び、実践し、発信する活動の一環として、過去 4年間に、東ティモール、ベトナム、

フィリピン、バングラデシュ、ネパールで実施しました。この調査は、訪問国の社会や人々

の生活状況の観察と、現地の教育者、若者、NGO の方々や国際協力に従事する日本人専門

家やスタッフへのインタビューや意見交換を中心に構成され、参加者は講義や文献だけで

は得ることのできない貴重な体験を通じて「平和」、「開発」、「国際協力」について考察を

深めました。 

3 年目となる平成 25（2013）年度からは、正規科目「国際共生社会論実習」・「国際共生

社会論フィールド実習」の一環として現地調査を実施しています。学内公募で選抜された

調査参加者は、事前学習において当該国の政治・社会・経済状況を概観するとともに、国

連、国際協力機構（JICA）、NGO で様々な形態の国際協力に従事する方々から協力の仕組み

や現地での活動に関するお話を伺いました。また、参加者それぞれが関心分野やテーマに

ついて文献による調査を行い、事前勉強会で発表・意見交換を行い現地調査に備えました。 

約 1週間の現地調査では、カンボジア・チームは JICA のプログラムと NGO の PHJ、AAR, 

WCD を訪問し、ベトナム・チームは日系企業、幼児学校、孤児院、大学、JICA ベトナム南

部連絡所を訪問し、関係者の方々にお話しを伺いました。帰国後は、現地で収集した情報

を分析し、学内報告会を開催するとともに、学園祭で研究発表を行いました。 

本報告書は、スタディツアー参加者による現地調査報告と展示の内容をまとめたもので

す。現地調査と事前・事後学習を経て、各参加学生の訪問国や社会への理解の深化と、更

なる学習・研究や国際協力の実践への第一歩としてご一読いただき、忌憚のないご意見を

賜れば幸いです。 

後に、事前学習や現地での見学・インタビューに多大なご協力・ご支援をいただいた

皆様に深くお礼申し上げます。 

 
2016 年 1 月 

お茶の水女子大学 グローバル協力センター 
センター長 北林 春美 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
目次 

ページ 
Ⅰ. 活動の概要 ··················································   1 
 
Ⅱ. 学生報告書 ··················································   7 

1. カンボジアスタディツアー ··································   7 
カンボジア王国基礎情報 ······································   9 

  1－1 現地調査日程 ··········································  10 
  1－2 参加者名簿 ············································  11 
  1－3 調査報告書 ············································  12 
  1－4 訪問記録 ··············································  51 
  1－5 写真 ··················································  67 
  2. ベトナムスタディツアー ····································  69 
  ベトナム社会主義共和国基礎情報 ······························  71 
  2－1 現地調査日程 ··········································  72 
  2－2 参加者名簿 ············································  73 
  2－3 調査報告書 ············································  74 
  2－4 訪問記録 ·············································· 117 
  2－5 写真 ·················································· 139 
 
Ⅲ. 事後学習成果（徽音祭発表） ··································· 141 
 
Ⅳ. 資料 ························································· 161 
 1. 募集概要 ··················································· 163 
 2. 全体スケジュール ··········································· 164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ⅰ．活動の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  



Ⅰ. 活動の概要 

１ 活動の目的：専攻・学年を問わず開発途上国の社会・経済・政治にかかわる問題や国

際協力に関心を有する学生（学部・大学院博士前期課程）が、開発途上国における研究・

実践の実績を有する教員の指導の下で事前学習と現地調査（8 日間）を実施し、その成果

をレポートにまとめて学内で発表することにより、文献を通じた学習とは異なる密度の濃

い学習を行う。平成 25（2013）年度より 2 単位の正規科目として実施している。 

２ 事前学習：説明会実施後、全 8 回（一部合同）の事前学習を通じ訪問国の社会経済や

参加者の関心分野について学習した。また、本田保健管理センター長による健康管理のト

ピックスを含めた渡航前安全講習を一回実施した。

学内公開講座等

6 月 18 日（木）「留学生から学ぶベトナムの文化・風習・生活習慣」 
講師：フオンさん、ゴックさん（交換留学生）

6 月 25 日（木）「カンボジア農村の母と子をささえる保健医療 NGO の取り組み」 
講師：特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパン国際部長 中田好美氏

（本学文教育学部卒業生）

7 月 3 日（金）「ベトナムの家族生活について」 
講師：ホーチミン医科薬科大学教員（東京医科歯科大学大学院留学中）ミン氏

7 月 11 日（土）「Girl Rising～私が決める、私の未来～」上映会 
7 月 15 日（木）「難民を助ける会とカンボジア」 

講師：特定非営利活動法人難民を助ける会東京事務局 伊藤悠子氏

３ 現地実習：

３－１ カンボジア（8 月 30 日から 9 月 6 日まで 8 日間） 
３－１－２ 参加学生 10 名 引率者 2 名 

学年 文教育学部 理学部 生活科学部 大学院 計

1 3 0 0 3
2 4 0 0 4
3 0 0 0 0
4 0 0 1 1

博士前期課程 - - - 2 2
引率者：北林春美准教授、子浦恵アカデミック・アシスタント
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３－１－３ プログラム概要

1970年代から長期にわたる内戦とポルポト派による市民の虐殺を経て 1990年代以降平

和構築と社会経済開発に取り組むカンボジアの歴史を理解し、急速な成長を遂げる都市部

と貧困層の多い農村部の経済・保健医療水準の格差についてフィールドワークを通じて学

んだ。

JICA カンボジア事務所で日本の政府開発援助プログラムに関する講義を受講し、日本

の援助によって建設された橋梁、教育施設、医療施設等を見学するとともに、首都プノン

ペンの西に位置するコンポンチャム州で活動する青年海外協力隊員 5 名（内 1 名は本学理

学部卒業生）による活動紹介を受講した。日本の NGO であるピープルズ・ホープ・ジャ

パン（PHJ）による母子保健分野、難民を助ける会による障害者支援分野の活動の見学に

よって、カンボジア社会の発展のための多様な国際協力プログラムの具体例について学習

するとともに、国際協力に携わる方々のキャリア等についてお話を伺った。

王立プノンペン大学構内に日本政府の援助で設立されたカンボジア・日本人材開発セン

ターにおいては、日本語を学習する現地の学生との交流（プレゼンテーションとグループ

ディスカッション）を行った。

３－２ ベトナム（9 月 6 日から 9 月 13 日まで 8 日間） 
３－２－２ 参加学生 10 名 引率者 2 名 

学年 文教育学部 理学部 生活科学部 大学院 計

1 2 0 0 2
2 2 3 0 5
3 2 0 0 2
4 0 1 0 1

博士前期課程 0 0 0 0 0
引率者：青木健太特任講師、駒田千晶アカデミック・アシスタント

３－２－３ プログラム概要

9 月 6～13 日（7 泊 8 日）の日程で、ベトナム南部の都市ホーチミン市とカントー市を

訪問した。1986 年から開始された市場経済の導入を経て、ベトナムは、近年目覚ましい経

済成長を遂げている一方で、都市部と地方の格差や貧困は大きな社会問題となっている。

こうした背景を踏まえて、参加学生は、経済格差、教育格差、医療や公衆衛生の現状など、

各自が関心を有する調査テーマを設定し、現地訪問先とのインタビューや、現地学生との

交流に臨んだ。

 まず、ベトナム味の素社工場見学を行い、日系企業の海外進出の状況を理解するととも

に、ベトナムの食・栄養事情に関する理解を深めた。次に、ベトナム政府及び民間が運営

－4－



する孤児院を訪問した。また、9 月 9～10 日にかけて 1 泊 2 日で、ホーチミン市から西方

約 160 キロにあるカントー市を訪れ、水上マーケットやライスヌードル工場の見学を通じ

て、メコンデルタ地域の人々の暮らしや生活を視察した。カントー市では、現地の幼児学

校を訪れて、幼児教育の現状を視察した他、カントー大学を訪問し、大学生同士による相

互プレゼンテーション、及び、ディスカッションを英語で行った。

また、JICA ホーチミン事務所を訪問し、日本政府の対ベトナム ODA 支援の現状につい

て概要説明を受けた他、JICA の無償資金協力で建設されたベトナム・日本人材協力セン

ター（VJCC）を訪問し、日本語を勉強する貿易大学生と日本語で交流会を行った。その

他、ストリートチルドレン保護施設や戦争証跡博物館も訪れ、ベトナムの歴史や社会に関

する理解を深めた。

４ 事後学習：グローバル協力センターホームページに活動報告記事掲載を掲載した。ま

た、スタディツアー参加者が興味関心別にグループに分かれ、10 月 30 日に帰国報告会を

開催し、調査の結果得られた学びを学内で共有するとともに、11 月 7 日から 8 日まで開催

された徽音祭においてゼミ発表の枠で一般に向けて発表を行った。

出典 Asia Maps, Perry-Castañeda Library Map Collection, University of Texas at 
Austin.  http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/asia_ref_2007.pdf 
（2015／11／27 アクセス） 
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Ⅱ. 学生報告書 

１. カンボジアスタディツアー





カンボジア王国基礎情報

政体 立憲君主制

面積 18.1 万平方キロメートル（日本の約 2 分の 1 弱） 
人口 14.7 百万人（2013 年政府統計） 
首都 プノンペン

民族 カンボジア人（クメール人）が 90％とされている。

言語 カンボジア語

宗教 仏教（一部少数民族はイスラム教）

主要産業 農業（GDP の 33.8%）、工業（GDP の 25.7%）、サービス業（GDP の 40.5%）

(2013 年、ADB 資料) 
名目 GDP 約 166 億米ドル（2014 年推定値、IMF 資料） 
一人あたり

GDP 
1,081 米ドル（2014 年推定値、IMF 資料） 

物価上昇率 3.9%（2014 年推定値、IMF 資料） 
経済概況 カンボジア経済は 2004 年から 2007 年までの 4 年間、10％を超える高い経

済成長を記録した。しかし、サブプライムローン問題に端を発した世界同時

不況の影響を受け、2009 年の経済成長率は 0.1％まで落ち込んだものの、

翌年の 2010 年には 6.1％にまで回復し、2011 年以降は 7.0％を超える成長

を続けている。堅調な縫製品等の輸出品、観光客及び海外直接投資の順調な

増加により、今後も安定した経済成長が見込まれている。

略史

年月 略史 

1953 年 カンボジア王国としてフランスから独立。

1975 年 クメール・ルージュ（KR）が内戦に勝利し、民主カンボジア（ポル・ポト）政権を

樹立。同政権下で大量の自国民虐殺。 

1979 年 ベトナム軍進攻で KR 敗走、親ベトナムのプノンペン（ヘン・サムリン）政権擁立。 

1991 年 パリ和平協定。 

2013 年 第五回国民議会選挙。第四次フン・セン首班連立政権発足。 

＊参考 URL：外務省ホームページ 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/index.html（2015/11/16 アクセス） 
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1. カンボジアスタディツアー

1－1 現地調査日程 
8 月 30 日(日） 羽田空港発 -バンコク着 TG661

バンコク発-プノンペン着 TG581 
8 月 31 日（月） 【AAR(難民を助ける会)，Wheelchair for Development (WCD)事業見

学】

AAR,WCD 車いす工房見学・講義 
AAR の活動に関する講義 
車いす受益者宅訪問 ・インタビュー

9 月 1 日（火） 【カンボジア日本人材センター訪問】

活動説明と日本語学習学生との交流

日本語授業に参加

【JICA 事業見学第一日目】 
JICA 事務所にて事業説明 

9 月 2 日（水） 【JICA 事業見学第二日目】 
コンポンチャム州へ移動

コンポンチャム州病院見学

青年海外協力隊員の活動紹介

青年海外協力隊員との懇談（夕食）

9 月 3 日（木） 【ピープルズ・ホープ・ジャパン(PHJ）事業見学第一日目】 
PHJ 支援ヘルスセンターと活動村見学 
市内見学

9 月 4 日（金） 【ピープルズ・ホープ・ジャパン(PHJ）事業見学第二日目】 
PHJ プロジェクトの活動に関する講義・振り返り 
プノンペンへ移動

9 月 5 日（土） ツールスレン虐殺博物館

AEON ショッピングモール見学

プノンペン発-バンコク着 TG585
バンコク発 TG682

9 月 6 日（日） 羽田着
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1－2 参加者名簿 
氏名 学年 学科・専攻

鴨井 優 １年 文教育学部言語文化学科

三村 友里 1 年 文教育学部人文科学科

宮川 優希 1 年 文教育学部言語文化学科

木村 翠 2 年 文教育学部人文科学科（地理）

松島 璃子 2 年 文教育学部人文科学科（地理）

本橋 美里 2 年 文教育学部人間社会科学科（教育）

篠崎 奈都 2 年 生活科学部食物栄養学科

吉村 玖瑠美 4 年 生活科学部人間・環境科学科

佐々木 奈摘 Ｍ1 人間文化創成科学研究科ジェンダー社会科学専攻

李 慧 Ｍ2 人間文化創成科学研究科ジェンダー社会科学専攻

北林 春美 准教授 グローバル協力センター

子浦 恵 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｱｼｽﾀﾝﾄ グローバル協力センター
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1－3 現地調査報告 
 
車いすがもたらすカンボジアの発展 
鴨井優 文教育学部言語文化学科 1 年 
 
1. 調査のテーマ 
 車いす支給よりもっと優先すべき国際協力があるのではないか、そう考えていた。とこ

ろが車いす工房訪問により、車いすが障がい者を教育現場へ結び付け、社会的弱者も含め

た就学率向上に一役買っていることを学んだ。そこで、カンボジアの将来を担う教育と社

会的弱者の関係について考える。 
 
2. 調査設問 
カンボジアの教育の現状と課題、そして今後の発展における重要性を概観する。また、

車いす工房を訪問したことから、特に車いす支給による効果をふまえ、社会的弱者を教育

現場に繋ぐ方法を検討する。 
  
3. 調査結果 
① カンボジア発展における教育の現状と課題 
 根本的な教育制度が未整備で、初等教育においてさえも日本のようには子どもが学校に

通える状況にない。表 1 で教育レベル別の就学率を日本、ベトナムと比較して挙げる。中

等教育においては、カンボジアが 38％なのに対し隣国のベトナムは 75％と 2 倍の差があ

り、かなり後れを取っている。さらに、表 2 で識字率を見ると、都市部と農村部での格差、

ジェンダー格差がそれぞれ 20～30％、顕著に見られる。 
 
表 1 国別・教育段階別の就学率（％） 

 日本 カンボジア ベトナム 

就学前教育 58.4 15 - 

初等教育 99 95 95 

中等教育 99 38 75 

高等教育 96.5 15 45 

大学教育 51.5 5 22.5 

出典）ユニセフ 世界子供白書 2015 
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表 2 地域別・性別の識字率（％） 

都市部 農村部 男性 女性

80 60 80 55

出典）外務省 平成 12 年度経済協力評価報告書 

 学校へ行けない理由は様々だ。教員不足や通学距離、貧困、家事労働、宗教や文化的背

景、ジェンダー格差、使用言語問題など日本では聞かない理由ばかりだ。読み書き計算の

習得は、人々の社会生活、生産活動、コミュニケーションを促進し、貧困の解決と国の発

展につながるため、「ミレニアム開発目標」においてもゴール 2 で、「全ての子ども」の「初

等教育の完全普及の達成」が謳われているが、2014 年の時点で既に「目標達成不可能」と

いう調査結果が出てしまっている。障がい者の識字率が 57.8%で、全国平均の 79.8%に比

べ低いことからも、カンボジアの教育制度が未熟で、人口の 2％ほどの障がい者の就学率

向上への対策が整えられていないことがうかがえる。障がい者が学校へ通いにくい理由と

して挙げられるのは、障がい者に関する法律（国連障害者権利条約、障害者の権利の擁護

及び促進法）が上手く反映されていないこと、また地方や年配者に残る「障害は、前世の

悪事の報い」という差別・偏見、未だ整備されていない道路などである。

訪問した難民を助ける会(AAR Japan)はこうした障がい者も学校に通えるようにインク

ルーシブ教育に力を入れている。AAR の主な活動は、高床の教室に上がるためのスロープ

や多目的トイレなどの施設のバリアフリー化、現状把握のための正確なデータ収集、現地

NGO との協力による教員研修、生徒によるロールプレイを用いた地域住民への啓発、子

どもどうしの相互理解のためのワークショップ活動などである。車いすの支給も AAR の

活動の一環である。

以上より、カンボジアは、周辺国と比べても教育のレベルが低く課題が山積しているこ

と、そして NGO 団体が様々な活動を通してこの課題に取り組んでいることがうかがえる。 
② 車いすの支給とその効果

 車いすの支給は就学率の向上に結び付く。車いすは障がいを持った人の自宅での生活を

支え、さらに社会への進出も促進する。しかし、車いすの支給だけでは効果は限定的にな

ってしまうため、AAR,WCD(Association for Aid and Relief, Wheel Chair for 
Development)では数々のステップを踏み、車いすをより効果的、持続的に使ってもらえる

ような工夫している。依頼を受けるとまず、その障がいに車いすが も効果的な補助道具

であるのかを判断するため、生活環境、これまでの人生、障がいのきっかけとその障がい

の詳細を必ず調査、評価する。製造過程では、折りたたむことのできる日本様式で S,M,L
の 3 サイズを用意し、受給者の身体的状況や使用目的（仕事用や通学用）に合わせて修正

を加える。支給時には、道路状況に合わせた正しい使い方や乗り方と降り方、手入れの仕
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方、各部の名称、障害を軽減するためのマッサージの仕方、地域のヘルスセンターの場所、

スタッフとの連絡の取り方などが記載されたハンドアウトを同時に渡し、さらに無料の修

理や、車いすの耐性や使用者の生活の変化の確認、教育や医療・職業関連のネットワーク

への紹介のための 1 年間のアフターケアも行う。 
以上のような丁寧な活動の成果として、工房のパンフレットにも、「車いすの支給によっ

て、使用者の障がいや健康の状況だけでなく経済状況も改善したことを感じている」と述

べられている。

③ 社会的弱者を教育に結び付けるために

 教育問題は、カンボジアだけでなく、多くの途上国が抱える大きな問題である。既に述

べた通り、子どもたちはそれぞれの事情により学校に行けないのであり、単に学校と優秀

な教員を増やせば解決する問題ではない。子どもに家事労働をさせる必要のない生活サイ

クル作り、また、女子や障がい者が教育を受けることへの差別や偏見の払しょくなど、様々

な障壁を取り除かなければならない。そこで、日本はこれまで、巨額の経済支援による協

力をしてきた。ところがトランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数によ

ると 175 か国中 156 位になってしまったカンボジアでは汚職により、この経済支援は国民

の元には届いていない。よって今は、政府を通した経済支援よりも、NGO などが草の根

レベルで個人個人のケースに対応する方が、地道ではあるが確実で、一部の人間が得をし

富を得るのではなく、「すべての」子どもを対象とした就学率を向上させることにより効果

的である。

4. 考察

 子ども一人ひとりの事情を考慮しない支援は、学校に行ける子どもと行けない子どもの

間でさらなる格差を生み、逆効果だ。時間はかかるし、一筋縄ではいかないけれど、少し

ずつ就学率を向上させていくことが、教育問題の解決、さらには国の発展へつながるので

はないか。今回訪れた車いす工房のような、一人一人の生活環境などを考慮した、地道だ

が確実に結果に結びつく丁寧な支援こそが本当に必要で、カンボジアの確実な成長の一歩

になると感じる。

5. 調査に参加した感想

 実際に村を訪れ生活を覗いてみることで、人間の生活は政治・経済・社会・文化・宗教・

教育などがすべて絡み合って成立しているため、様々な環境の中で一人ひとり異なった生

活を営んでいる子どもたち全体の就学率を上げることの難しさを痛感した。しかし逆に言

えば、意外に思えた車いすによる国際協力も実は「すべて」の子どもの就学率の向上を促

進する一つの方法だったように、私たちの途上国との関わり方は、ある同じ目標に向かっ

てでも、様々なアプローチがあるということを改めて感じ、将来の視野が広まった。
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カンボジアの教育と保健の実態

三村友里 文教育学部人文科学科 １年

1. 調査のテーマ

カンボジアという国には 1975 年以降ポルポト政権によって大量虐殺が行われ、医者や

先生といった知識人がほとんど殺されてしまった過去がある。たった 40 年前のことであ

るのだが、そこから基盤をなんとか立て直して現在の状態まで経済成長を成し遂げている。

そのため、現在は若者が全人口の 5 割を占めているという特徴があげられる。これからの

若者の力が期待できるということだ。しかし、一方でカンボジアには課題がまだまだ残さ

れている。下調べの中で も大きな課題だと感じたのは大きく分けて 2 つある。1 つは教

育面、もう 1 つは保健面である。これらは 2015 年に達成予定のミレニアム開発目標に含

まれているものの中で、現状のままでは目標達成が不可能とされているものだ。ゴール２

「初等教育の完全普及の達成」とゴール 5「妊産婦の健康の改善」がそれに相当する。そ

こで、今回のスタディツアーにあたり、この 2 つに重点を置いて調査しようと考えた。 

2. 調査設問

① カンボジアにおける教育の現状

② 現地の州病院とヘルスセンターにおける役割と問題

3. 調査結果

①カンボジアにおける教育の現状

・ 就学率の問題

カンボジアでは日本と同様 6−3−3−4 制の教育システムがとられており、 初の 9 年間は

義務教育となっている。国際協力機構（JICA）によると就学率は小学校では 2014 年時点

で 96％だが、卒業できるのはそのうちの半分ほどしかいない。図 1 において退学率はアジ

アの中で も高い 34%となっていることからわかる通り、カンボジアでは退学率、留年率

が高いからである。また、カンボジアでは学年が上がるごとに就学率が極端に低下する傾

向にある。特に地方では、中学校までは無償で教育を受けることができるものの、近くに

学校がなかったり子供が稼ぎ手となっていたりするため、都市部より断然就学率が低くな

っているのだ。

・ 教育の質について

ポルポト政権の支配下で、約 20 年間に及んで優秀な先生が多く殺されてしまったカン

ボジアでは、政府が教員不足の問題に対し、高校卒業後に教員養成校でたった 1～2 年学

んですぐ教師の資格を得ることのできる制度が作られた。しかし、教師の給料がかなり低

いためそれでも教員数が足りておらず、教員一人当たりの生徒数が日本は 17.5 人であるの
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に対しカンボジアは 47.5 人、と教員一人に対する生徒数が多すぎる。そのためカンボジア

では午前と午後の二部制がとられていることが多い。そもそもカンボジアでは先生という

のはドロップアウトする寸前のような人がなるものという考え方があり、カンボジアでは

教師の知識や経験が足りていないという現状がある。教師の質に加えて教材の質が非常に

悪いことも問題だ。現在は改善されつつあるが、数年前までは教科書の文章が論文からの

一部分の抜き出しであったり、内容と明らかに異なる図が貼られていたりしたそうだ。

②現地の州病院とヘルスセンターにおける役割と問題

・ コンポンチャム州病院

カンボジアの病院は国公立、私立、NGO(非政府組織)運営私立の３つに大別でき、コン

ポンチャム州病院は国公立病院である。一般的に国公立と私立病院は有料、NGO 運営私

立は無料だが、この病院では日本や他の団体の援助もあり、私立病院より安価で治療をし

てもらえる。カンボジアの病院の多くは医師の技術レベルは低く、設備も老朽化している。

収容施設の不足も問題であり、実際このコンポンチャム州病院でも予想以上に患者さんが

来るようになり、入りきらずに部屋の外の廊下で待っている人も多く見受けられた。

カンボジアの乳児死亡率と妊産婦死亡率は、2015 年までにそれぞれ 5 人以下と 140 人

以下にするというミレニアム開発の数値目標を十分達成できている（図 2）。一方で、伝統

的産婆の介助で自宅にて出産することには危険が伴うにも関わらず、この方法を行い適切

な産後治療を受けずにいる赤ちゃんと母親が多いという現状がある。5 年程前から禁止さ

れたにも関わらず未だに続いている状況だ。現在は政府や NGO 団体が病院での出産を積

極的に推奨しており、この州病院では、さらにフリースタイルで出産して良いのだと患者

さんに理解してもらえるよう努めている。今では 1 ヶ月あたり約 300～400 人がこの病院

で出産するようになったという。

・ ピープルズ・ホープ・ジャパン（PHJ）支援ヘルスセンター

カンボジアでは一村に一つヘルスセンターが設置されており、この PHJ 支援ヘルスセ

ンターは都心からかなり離れた農村部に位置している。普通の病院とは違ってヘルスセン

ターでは簡単な治療を行うだけであり、基本的に入院することはできない。重い病にかか

ってしまった場合は、点滴をしながら大きな病院に行ってもらう。

ヘルスセンターの課題としてあげられるのは、看護師、正助産師の不足である。準助産

師やフローティングスタッフという非正規のスタッフで何とか人員を補充しているが、十

分な知識や臨床経験のない人が多い。一つのヘルスセンターには正助産師は 低一人と定

められているが、遵守されている所は少なく、PHJ ヘルスセンターにも正助産師の代わり

にフローティングスタッフがいた。
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図１ 初等教育における退学率 図２ カンボジアの妊産婦死亡率 

4. 考察

以上のことをもとに、今後の課題に対し何をすべきかについて考えていきたいと思う。

ミレニアム開発目標が達成できないと予想されているゴール２「初等教育の完全普及の達

成」とゴール 5「妊産婦の健康の改善」において、まずはゴール２をみていくとする。

 初等教育が完全に普及できなかった原因としては、退学や留年する人が多いこと、そし

て教育水準がかなり低いことがわかった。前者の一番の理由は貧困である。私はカンボジ

アの特に農村部における無償教育の徹底が必要だと考える。現地では学費は政府により免

除されるものの、制服費や補助教材費など、通うための費用はゼロではない。特に農村部

ではその日暮らしの人が多く、子供には学校に通わせるよりも労働してもらいたいと思う

のだ。若者の力を上手く活用するチャンスでもあるため教育に力を入れていくことは今後

必須になってくるので、先進国は積極的に援助をしていくべきである。後者の教師の質を

高めることに関しても、今後も各国からの技術支援が欠かせない。日本もカンボジアの教

員養成校で現地にあった指導方法を伝え、もっと広めることができたらと思う。

 ゴール５の妊産婦の健康を含む保健面では、医療施設の充実とともに看護師、医師、助

産師などの育成に力をいれるべきなのはいうまでもない。医師や看護師の指導体制が確立

できていないということもあり、保健センターの統計によると妊婦健診は回数を追うごと

に減り、分娩件数や産後健診の件数も非常に少ない状況である。地域で十分な「継続ケア

（妊婦健診、普通分娩、産後健診、乳児ケア、家族ケアといった一連のサービス）」を提供

できるようにするためには、サービスの質と信頼性を高めることも必要だ。だが、医療の

質の向上、人々の意識の変革や知識の向上には長い時間や努力を必要とするので、まずは

地域住民の信頼を得てサービスを提供できる体制を作ることが大切だと私は考える。

出典：井出和貴子著、大和総研「ASEAN における

教育の充実と経済成長」p.5、図表 4より転載 

出典：JICA カンボジア事務所（2014，April 21）「カ

ンボジアだより」、p.1、図数字でみるカンボジアよ

り転載
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5. 調査に参加した感想

 一週間という短い期間の中で学んだことは想像以上に大きかったと振り返ってみて思う。

先進国と言われている日本から訪れた私にとって、カンボジアで暮らす人々の様子は、確

かに物質的な面では貧しいものだった。しかし、自分たちを基準にして考えるとカンボジ

アの人々の生活は貧しくて可哀想だと思ってしまいがちだが、カンボジア人たちにとって

それが彼らなりの当たり前で幸せなことなのかもしれないと、彼らの笑顔を見ていて思っ

た。この 40 年間でほとんどゼロからのスタートで今に至っていると思うと、たくさんの

国からの援助も得ながら助け合って急成長できたのだと人間の底力を見たような気がする

のである。とはいってもまだ発展は始まったばかりでこれからますます成長をするはずだ。

その中で貧富の格差などまた新たに問題が発生するであろう。そのような時も協力しなが

ら前に進めば乗り越えられるに違いないと私は思った。

 そして個人的には、将来は実際に現地で働いて国際協力に携わりたいと決めていたのだ

が、今回のこのスタディツアーを通して他にも様々な選択肢があるなと考え方が変わった。

これから自分自身が将来どのような形で国際協力ができるのかを模索する上で、今回の経

験は非常に大きな糧になったと思っている。事前学習をしたとはいえ、まだまだ国際協力

についての知識が足りていなかったと感じたので、今後もっと多くのことを学び、さらに

知識を得た上で、再びカンボジアや他の発展途上国を訪れようと決意を新たにしたところ

である。
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カンボジアにおける貧富の差の実態

宮川優希 文教育学部言語文化学科 1 年

1. 調査のテーマ

日本では、カンボジアに学校を建てようという類の活動の広告を目にする機会が多く、

多くの日本人がカンボジアは貧しく野原が広がる国という認識を持っている。しかし実際

は首都部にはビルがあり多くの人々がスマートフォンを使っている。発展途上国と呼ばれ

るこの国における貧富の差の現状を知りそこにある問題に焦点を当てていく。

2. 調査設問

カンボジアにおける貧富の差の実態

なぜ貧富の差が存在するのか

貧富の差による問題とは何か

3. 調査結果

カンボジアにおける貧富の差の観察結果

プノンペンでは日本でも見られるファストフード店やハイブランドの広告を見かけた。

また、高層ビルも幾つかあり視線を上げていると急速な成長を遂げているシンガポールを

思い出させるようなところもあった。しかし視線を下げると決して綺麗とは言えない屋台

の数々や道端に広がるゴミ、物乞いをして歩く人々など「貧」の面が現れた。ひとつの都

市の中でさえ貧富の差が存在していたのだ。そして貧富の差は農村部へ行くとより顕著に

現れた。コンポンチャム州の州都から車で２時間ほどかけて訪問した村では都市に比べ極

端に店の数が減り道路状況が悪くなり、プノンペンでは多くの建物がコンクリートのよう

な素材で作られていた一方で農村部では階下が隙間から見えるような木造の建物がほとん

どだった。また都市にいれば大きな病院に行けるが農村部ではヘルスセンターに行くのさ

え距離が遠く大変な人もおり、プノンペンでは立派な大学があるにもかかわらず農村部で

は小学校や中学校を途中でやめる人も多い。このように都市部と農村部でも貧富の差は存

在している。

私はそれまで貧富の差には「富裕層」と「貧困層」という 2 つの層しかないと考えてい

た。しかしカンボジアでは「富裕層」「都市部の貧困層」「農村部の貧困層」という３つの

層があることを発見した。経済発展が著しい都市部には多くの富裕層もいるため大きな経

済格差があるように感じられた。一方農村部の貧困層は日本人の物差しでは貧しくとも、

本人たちやその地域ではそれが普通であり周りと比べても自分たちが特に貧しいとは感じ

ない。都市の富裕層の生活から離れたところにいるからこそ富裕層の生活を知らないで済

むのだ。
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4. 考察

4.1 貧富の差を拡大する要因に関する考察 
カンボジアにおける貧富の差が拡大されている要因として 3 点考えた。1 点目は、現在

の急速な経済成長にある。前述したようにプノンペンには多くのビルや外国のファストフ

ード店、ハイブランド店がある。そのような急速な発展を遂げていることで、もとから比

較的経済的に豊かだった人は益々豊かになり、その流れについていけない人はより貧しく

なっていったのだ。社会主義国でない限り富裕層も貧困層もいる。元からあったその差が

広がっているのが現在のカンボジアだ。2 点目は教育や教師の質にある。現在は教師とは

成績が良くない人たちが就く職業という認識があり、教師の傍らアルバイトをしている人

もいるという。ポルポトの時代に教師をはじめとする知識人が虐殺されたという過去があ

り、それも関係して今も足元が固定していない状態が続いている。そして教師の質が良く

ないからこそ教育の質が悪く、貧困も手伝って学校をやめてしまう子供が多い。教育をし

っかり受ければ良い仕事につける可能性があるのに、その道を選ばないまたは選べない子

供が多くいるのも貧富の差が広がる原因である。3 点目は、政治にある。現在政府では賄

賂の横行などの問題があり、しっかりとした基盤ができていない状況だという。そのため

社会的弱者に対する支援が整っておらず弱者は弱者のままでいるしかない。例えば障害者

のうち政府から補助金をもらえるのは元兵士且つ戦いの間にその障害を負ったという病院

からの証明書を持っている人だけだという。公企業においては全体の 2％以上、私企業で

は 1％以上は障害者を雇用しなければいけないという規定はあるものの障害者に対する補

助は十分ではなく、彼らも貧しくなってしまう。

4.2 貧富の差による問題とは何か 
4.2.1 農村部の貧困層 
 普段の生活面においては、農村部の人々はそれほど困っていることはないのではないか

と感じた。食料品や衣類を手にいれる商店があり、そこまでの移動手段としてのバイクも

持ち、自分の家もある。日本人から見れば不便なところもあるかもしれないが、農村部に

住んでいる人々はその生活が普通であり日常生活の質を向上させることは緊急課題ではな

いと考える。彼らにとっての重要な問題は主に医療面にあると考えた。カンボジアの医療

施設は国立病院、州病院、リファラル病院、ヘルスセンターという種類がある。今回は州

病院とヘルスセンターを訪問したが農村部ではヘルスセンターまでの距離が遠く行けない

人がいたり、そのセンターの人員が不足していたりという問題があった。もしもっとお金

があればより多くのヘルスセンターを作ったり、より多くの人員を雇用できる。彼らにと

っての問題は毎日の生活を営むことというよりは生活をより豊かにすることを考えるとき

に生まれてくるものなのだ。

4.2.2 都市部の貧困層 
都市部の貧困層の問題として大きいと感じたのはそもそも生活を営むことが難しいとい
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うことだ。急速に発展していく都市の陰で、地雷で手足を失い物乞いをして歩く人、観光

客が食事をしている店にまで入ってきて物を売り歩く子供達。彼らが稼いでいるのはその

日の生活費なのだ。これは、富裕層という存在に都市があわせて成長して行っているがた

めに貧しい人たちが取り残されていった結果である。

4.3 貧富の差の問題の解決方法  
 私は貧富の差は解消されるべきものだと考え、それを前提にそのためには何ができるの

かを考えようと今回の調査に臨んだ。しかしカンボジアの場合は、農村部と都市部間の貧

富の差においては必ずしも解消すべきではないと考えた。あくまでも日本という外からの

意見だが、彼らの生活を無理に発展させたとしてもそれまでの居心地の良い暮らしや自然

を破壊し生活のペースを乱してしまうだけなのではないだろうかと考える。しかし、医療

面のように改善が必要とされる点があるのも事実であるため、現在 NPO などの団体によ

り行われている支援活動を継続させていくことがこの問題の解決方法であると考える。

 一方、より深刻なのは都市部における貧富の差だ。前述したように彼らは発展する都市

についていけず毎日の生活さえままならない。この問題を解決する鍵は教育と政治にある

と考える。文字が読めれば、英語を話せれば、専門的な知識があれば、というようにハイ

レベルな知識があればあるほどより多くの可能性があり、より高位の職業に就くことがで

きる。しかし、教育を受けていない人の職業の選択肢は限られている。よって教育の質、

そして教師の質の向上がひとつの重要な改善点であると考える。もう一点は政治である。

急速な発展を遂げている今だからこそ、社会保障以外の分野に重きを置いて政治が行われ

ているのかもしれないが、 も大きな影響を持ち大きな力で国民を守れるのは政府である。

よって政府が国民全体、特に社会的弱者に目を向けることが大切だと考える。

5. 調査に参加した感想

 私は昔から国際協力に携わり世界を舞台に働きたいと考えてきた。しかし大学に入り

様々な授業や先輩方のお話を聞いて自分が将来やりたいことは本当にそのようなことなの

かと悩むようになった。そしてそんな気持ちのまま参加したのが今回のツアーであった。

結果としてこのツアーは余計に私の頭を悩ませることとなった。しかしそれはポジティブ

に捉えられることだと考える。なぜならこれまで私はよく内容も知らずにただ国際協力の

場で働きたいと考えていただけだったのだということが今回の経験を通してよくわかった

からだ。悩むことも決断をするときには大切なことである。よって今回このスタディツア

ーでより悩みを深めることができてよかったのではないかと思う。

6. 参考文献

フジテレビ長谷川アナリポート「カンボジア」

http://www.fujitv.co.jp/charity/sofar/03/txt04.html（2015/9/27 アクセス）
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やくそくプロジェクト「カンボジアの現状を知る」

http://www.yakusoku-pj.com/jp/background/?mobile=1 （2015/9/27 アクセス）
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国家に合わせた国際協力と多様な援助アクターの関わり方

木村翠 文教育学部人文科学科地理学コース 2 年 

1. 調査のテーマ

カンボジアにおける開発目標と援助団体による支援の違い

2. 調査設問

・カンボジアにおける開発目標にはどのようなものがあるのか

・カンボジア特有の開発目標はあるのか

・援助団体によって援助方法に特徴・相違点があるのか

3. 調査結果

カンボジアでは、カンボジアミレニアム開発目標（CMDGs）（下表）が独自に設定され

ており、その内容は基本的にはミレニアム開発目標の８つの基本目標に基づいている。特

徴的な目標として、ベトナム戦争や内戦を経て、未だに大量の地雷等が残されていること

から、目標 9 に地雷及び不発弾除去と被害者救済が設定されている。これらの目標設定が

行われているが、幼児死亡率の削減、HIV/AIDS やマラリア等の疫病の蔓延防止、地雷・

不発弾除去と被害者救済の目標値はほぼ達成される見込みである。しかし、初等教育、母

子保健、環境等の指標については目標達成が困難とされている。また、都市部と地方の格

差が大きく、国全体としての開発が求められている。（JICA カンボジア事務所見学時資料

より）

 このようなカンボジアの現状をふまえ、世界各国から様々な支援が現地では行われてい

る。今回のスタディツアーでは、AAR Japan（認定 NPO 法人、国際 NGO）、JICA カン

ボジア事務所、青年海外協力隊、PHJ（認定 NPO 法人、国際 NGO）など、様々な国際協

力を行う団体を視察することが出来た。これらの活動は団体によってそれぞれどのように

違うのか、どのような特徴を持つのかという点に注目した。私が気づいた点は、団体の規

模の違い、援助対象者の違い、ターゲットとする援助対象地域の違い、現地の人々との関

わり方の違い、である。

まず始めに、JICA や青年海外協力隊は、政府の援助機関として機能し、活動を行って

いる。特に、JICA は日本政府の ODA の運用機関にもなっているため、資金的にも非常に

恵まれており、きずな橋のような大規模なインフラ事業にも着手しているのが特徴である

と感じた。また、JICA カンボジア事務所は、経済基盤の強化・社会開発の推進・ガバナ

ンスの強化という三本柱を掲げて、手広く活動しているのも他の支援団体にはない大きな

特徴である。JICA は大規模な組織であることも同時に感じ、内部はシステムがきっちり

整備された機構であることも強く感じた。一方の青年海外協力隊は、「人」が援助の軸にな
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っていることを感じる。協力隊員が実際に現場に赴き現地の人とコミュニケーションをと

ることによって現地での任務を自分なりに遂行していく姿からそう思った。カンボジアで

教育分野における援助に携わる協力隊員の方のお話で、自分が去ったあとにこの活動がど

れだけ残っていくのか不安であるという言葉からは、自分たちの支援が本当に必要なのか

本当に続いていくのかというのは、大きな課題であるのだということを感じた。

次に AAR Japan の活動について見ていく。AAR は車いす工房を設置して障害を持った

方々の支援を行う活動（2006 年からは現地 NGO として独立した AAR,WCD が実施して

いる）と教育分野における支援を行っていた。国際 NGO という位置づけではあるが、JICA
の活動と比較するとやはり小規模であると感じた。また、現地 NGO の工場長の方のお話

から、活動が現地の経済に密着しているということ、身体に何らかの障害を抱えているた

めに雇用機会が制限されている人を採用しているといった工夫があった。また当然のこと

ではあると思うが、自分たちの活

動が社会に貢献しているという誇

りを持って活動しているように見

えた。AAR の現地で活動している

日本人の方のプレゼンやその後の

質疑応答から、援助を行う側と現

地側との充実したコミュニケーシ

ョンもまたとても重要なことの一

つだと感じた。PHJ の特徴につい

ては私の体調不良が原因で実際に

見学していないのでここでは述べ

ない。

 以上のように、国際協力は組織としての規模も援助の範囲も様々に異なっているのだと

いうこと、そのような組織・団体の性格が異なることによって、団体によって援助の焦点

の当て方が異なるのだということが研修を経てわかった。

4. 考察

 歴史的経緯としてベトナム戦争、ポルポト政権の支配と内戦によるダメージが非常に重

くのしかかり、国家の成長・発展を妨げられてきたということがカンボジアにおける援助

を考える上で欠かせない視点である。特に、インフラ分野においては地雷の問題が、教育

分野・保健衛生分野においてはクメール・ルージュによる知識人虐殺が、それぞれ国内発

展を妨げる大きな要因となっていることがわかった。現在の途上国の開発分野において一

つの大きな指針となっているのが「ミレニアム開発目標（MDGs）」であるが、当然のこと

ではあるのだがそれはただの指針であって、それぞれの国の歴史・情勢によって柔軟に変

カンボジア計画省 HP をもとに筆者作成
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えていくことが必要なのだということがカンボジアミレニアム開発目標（CMDGs）の設

定と、現在も重点的に続く教育分野・保健衛生分野の支援が続く現状から分かった。そし

て、援助においては、インフラ整備などのハード面は早く進み、教育・医療といったソフ

ト面の発展は時間がかかるのだということも見えてきた。教育分野では教員の質や地位の

改善と言ったことも意識して取り組んでいかねばならないことから、改善と普及には非常

に長い時間が必要になることを感じた。分野によって発達段階が違うこと、改善に向けた

取り組み方が違うことも開発援助の特徴なのだ。そして、国際協力に様々なアクターがあ

ることは、それぞれの団体の規模や特質があること、援助方式を独自に持つこと、そして

それぞれの役割を「棲み分け」の状態に近い形で持つことによって、相互に意味を持ち、

一つの国において柔軟かつ広範な援助ができているのだろうと感じた。

5. 感想

 今回の研修で、国際協力を行う様々なアクターの活動を直に見学することができた。一

つ一つの活動はとても充実しているし、それに関わる人の熱意も感じることができた。し

かし一方で、現地の人々の生活する様子を生で見て、その環境で生き生きと生活して、特

に不憫だ、不幸だと強く思うこともそんなになかった。そのため、このような活動が本当

に必要なのか、本当に続いていくのかということに疑問を持つこともあった。“国”を見た

場合、確かに経済力は弱く、「先進国」と言われる地域との格差は存在する。だから、「国

全体」という大きな視点と「個人」という小さな視点には価値観や援助の意義に見出せる

何かに差異が生まれるのは若干致し方のないことであるのだとも思う。私の心に強く残っ

ているカンボジアの風景に、「物乞いの少女、物売りの子供たち」がある。このような風景

はなくなってほしい、そう強く思った。そのためには、何か行動を起こし続けていくこと

は必要なことなのだと 終的には思えた。答えや到達点がなかなか見えにくい一面もある

国際協力は、その現場にいる一個人それぞれが自分なりに手探りで進めていき、それが集

積した組織という形態でまとまった成果を出していこうとする流動的なものであるのでは

ないだろうか、という一つの自分なりの結論を抱いた一週間の研修であった。

6. 参考文献

上田広美・岡田知子 編著（2006 年）『エリア・スタディーズ カンボジアを知るための 60
章』明石書店。

カンボジア計画省（Ministry of Planning）ホームページ

http://www.mop.gov.kh/home/cmdgs/tabid/156/default.aspx（2015/10/28 アクセス）

PHJ ホームページ 「PHJ とは」http://www.ph-japan.org/about（2015/10/27 アクセス）

JICA カンボジア事務所ホームページ  http://www.jica.go.jp/cambodia/office（2015/10/27
アクセス）

－26－



外務省 「ミレニアム開発目標（MDGs）とは」http://www.mofa.go.jp/（2015/10/28 アク

セス）
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カンボジアの社会開発の現状とこれから

松島璃子 文教育学部人文科学科地理学コース 2 年

1. 調査のテーマ

カンボジアに実際に訪問してみて、まず感じたのはカンボジアという国は大きなパワー

を持っていたことである。カンボジアの中心地のプノンペンでは何十件ものビルを新しく

建設中であった。プノンペンの若者は休日を 2014 年にオープンしたイーオンで買い物を

し、映画館で 4DX の映画をみて、カラオケで楽しく過ごすこともあるようだ。 
これから 5 年後、10 年後カンボジアを再び訪れたとしたならば、私たちが訪れた時とは

かなり変わっているだろうと強く感じた。実際に途上国に訪れると途上国の本当の姿を見

ることができた。現地に行って実際の活動を見て感じたことをまとめてみた。

2. 調査設問

・現地で活動する NGO 団体がどのような活動をし、現地の人々から実際にどのような反

応を得ているのか。

・カンボジアの実際の状況や JICA の現地での活動。

・青年海外協力隊の活動の様子やその成果。

3. 調査結果

カンボジアの国土面積は 181,035 ㎢（日本の国土面積の約 2 分の 1）人口は約 1,468 万

人、東京都の人口の約 1,322 万人とほぼ同じである。私が訪れたところは都会ばかりで、

実際そうと感じる機会はあまりなかったのだが、実は総労働人口の 65%が農業に従事して

おり、作付面積の多くは稲である。日本の総労働力人口の４%が農業に従事していること

を考えるとこれはかなり高い値だと言える。カンボジアは若者が中心となる国で日本の平

均年齢が 46 歳に対し、カンボジアの平均年齢はなんと 24 歳である。97%もの人々が上座

部仏教を信じその信仰は厚い。（写真１参照）イスラム教を信じる人も約 2%いる。人口の

90%がクメール人、少数ではあるがチャム族、ベトナム人、華人もいる。公用語はクメー

ル語でフランスに支配されていた歴史を持つため、高齢者の方は英語よりもフランス語の

方が話せる人がいるらしい。

カンボジアは何十年にも渡り内戦が起こり人口の約４分の１が亡くなったという他国に

はない珍しい歴史を持つ。内戦から 20 年以上経った今もその爪痕は医療の分野、教育の

分野などに残っている。
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写真１ 街の随所でこのような修行僧がみられた。

写真２ トゥールスレン虐殺博物館より、亡くなった方々のお墓。 

JICA の方の話によると国が発展する上で も大事な「水」という分野においてカンボ

ジアはかなり発展しているらしい。クメール・ルージュにより国内の水の設備がかなり破

壊されてしまったところから始まり、現在では JICA の上下水道インフラ整備プログラム

による、ニロート浄水整備事業、プノンペン及びシェムリアップ上水道整備計画、水道事

業人材育成プロジェクトなどにより 100万もの人々が新たに安全な水へのアクセスが可能

になった。上水道に関してはなんと東京都と同じ水準にまでなったらしい。私は水道水を

飲むという挑戦は一切しなかったが、水道水を飲んでも問題はないということなのであろ

うかと思った。現地の人を見ていてもミネラルウォーターをボトルで購入していたのでま

だ水道水を飲むのは危険なのかもしれない。郊外に行くと雨水を大きな壺や、樽にためて

ホースを挿して水を使っている様子もまだ垣間見ることができたが、泥水を飲まなければ

ならないなど命に関わるような問題ではなくなっているようだ。下水道はまだまだ整って

おらず垂れ流し、なんということもザラにあるようだ。心なしがカンボジアの河川の色が
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茶色と感じていたので、JICA の方に質問したところ下水道の汚れではなく、土が混ざっ

ているためだとお話しされていた。

 次に医療の分野について述べていく。クメール・ルージュによって医者などを中心とす

る知識人から殺されていった。多くの医者は殺されたか、国外に逃亡し、内戦終了後には

カンボジアにはほとんど医療従事者は残っていなかったという。そのような歴史からカン

ボジアは医療の分野で大きな問題を抱えている。優秀な医療従事者を育てるため、清潔な

医療環境をカンボジアにつくるために多くの人が青年海外協力隊としてカンボジアに派遣

されて活動しているようだ。今回の調査では助産師として現地の病院で活動する方と看護

師として活躍する二人にコンポムチャム州病院を案内してもらいながらカンボジア医療に

ついて学んだ。カンボジアの病院は国立病院、州病院、リファラル病院、保健センターの

４つに区分され、カンボジア政府は 10 万人に対してリファラル病院 1 施設を、１万人に

対して保健センター1 施設を設置しているらしい。しかしそれはあくまでも目安であり、

リファラル病院と保健センターには明確な差はないようだ。私たちはコンポムチャム州の

州病院とコンポムチャムの郊外にある村の保健センターを見学させていただいた。カンボ

ジアの医療の問題で も大きく扱われているのが女性のお産の問題である。カンボジアの

内戦で医療従事者が減り、間違った医療知識を持っている伝統的産婆に頼ってしまうこと

がある。その対策のために伝統的産婆と保健センターが連携をとり、伝統的産婆が健康状

態に危険がある妊婦に保健センターに行くよう伝えたり、村の人々から選ばれた保健ボラ

ンティアが正しい知識のレクチャーを行ったりするなどの活動を行い、今では保健センタ

ーで安全なお産をする人が増えてきたようだ。それ以外にも充実した医療環境を提供する

ために 5S 活動を行っている。5S 活動と「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」、「しつけ」の

ことを指している。以前なら薬の引き出しになぜか職員の昼ごはんが入っているなんてこ

ともあったようだが、今ではラベリングによりかなり綺麗に清潔に保たれているようだ。

 そして、教育の分野である。医療と同じく内戦の歴史により教育の分野も遅れをとって

いる。しかしながらそれは「学校で勉強したいのに、学校がなくてできない。」という状況

ではなく、教師の指導力が弱いことにある。カンボジアでは教師の給料が様々な職業の中

で も低く、教師は成績が悪い人がなるものとなっているらしい。そのため子供たちに質

の高い教育を受けされることができないのが問題になっている。学校の数は意外にも十分

に足りているらしい。

4. 考察

 私は国際開発をするにあたって も重要なのは「水」に関する開発だと思っている。安

全な水があればまず人々は生きることができるからだ。カンボジアはその点では国際開発

は十分に進んでいると言える。そして次に必要なのは「教育」つまり「人を育てること」

である。水に関してもいくら素晴らしい技術を与えても、それを扱える人材がいなければ
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ただの「支援」になってしまう。国際開発とは先進国が途上国に技術を伝えることではな

く、途上国がさらに成長できるよううまくサポートすることだと私は思っている。だから

こそ人材を育てる必要がある。人材を育てるということは長い時間がかかることであるか

ら、青年海外協力隊のような短期的な取り組みというよりは、一人の人が長くじっくりと

10 年くらいかけて信頼関係を築きながら取り組んでいくほうがいいのかもしれないと感

じた。

5. 調査に参加した感想

 今回この調査に参加してカンボジアは途上国であると勝手に思っていた私のカンボジア

に対するイメージが覆された。そして新しいカンボジアを知っていくうちに、この国は本

当に支援を望んでいるのか、先進国が支援することによって先進国が築いたレールに沿っ

て成長していくより、自分たちで自分たちの道を築いたほうがいいのではないかと思った

りした。結局国際協力の何が正しくて、何が正しくないのか理解することはできなかった

が、国際協力は本当に 100%素晴らしいものなのか疑問が持てただけでも今回の調査に参

加して得た大きな収穫だと思う。
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カンボジアにおける教育を取り巻く状況について

本橋美里 文教育学部人間社会科学科教育科学コース 2 年

1. 調査のテーマ

「教育途上国のカンボジアにおける国際支援と国民の教育に対する意識を知る」 

 今回のスタディツアーへの参加を決めた一番の理由は、「教育の途上国であり支援対象国

として取り上げられることの多いカンボジアの教育の実情をこの目で見たい」と感じたか

らである。訪問先は歩行困難者への車いす支援、病院の支援など、一見教育と無関係に思

われる団体だったが、実際に入国してからは市内各所に教育施設を見かけたり、面会者か

らカンボジアの教育について話を聞いたりすることが出来た。 

2. 調査設問

① 訪問団体において、教育に対してどのような取り組みが行われているか

② 高等教育課程の学生の教育・進路に対してどのような意識を持っているのか—王立

プノンペン大学学生との交流から

③ 一般市民の識字状況・教育に対する意識はどのようなものか

3. 調査結果

 まず、訪問した団体ではそれぞれ教育に関する取り組みが見られた。団体ごとに訪問順

に、気づいた点を挙げていきたい。

一つ目に、AAR Japan（難民を助ける会）である。こちらは障がい者支援の一環として、

障がい児のインクルーシブ教育支援活動を行っている。インクルーシブ教育とは、障がい

のある子もない子も同教室で学べるような教育環境を整えることである。実施内容は主に

5 つに分けられる。バリアフリー環境の整備、地域の障がい児の調査、教員研修、家族を

含む地域住民への啓発イベントの開催、学校の子どもを対象としたワークショップの開催

である。

次に、青年海外協力隊による活動である。青年海外協力隊の方々は、JICA 側の要請と

いうより、現地の要請に応じて臨機応変に活動しているということだった。現在は、教員

養成の質の向上、授業内容の充実、情操教育の導入などのプロジェクトが進められている。

 後に、コンポンチャム州病院・ヘルスセンターでは、いずれの施設でも、イラストや

写真を多用したポスターが色々なところに掲示されていた。医師や職員に向けた作業手順

を示したものから、分娩室には妊婦に向けた出産時の注意や軽い知識を示したものまであ

り、日本やアメリカの援助団体による提供のものが多かった。それらは、図表や画像を用

い視覚的に理解しやすいものだった。（写真 1） 
カンボジア日本人材開発センター（CJCC）では、王立プノンペン大学の学生たちと対
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話する時間があった。みな日本語に対して真剣で、流暢だったり、辞書を引きながら、も

しくは英単語を織り交ぜながら話したりしてくれた。はじめは、お互いの国の学生生活や

文化についてアイスブレイキングした後、私は彼・彼女らがなぜ日本語を学んでいるのか、

また将来の希望などについても話題に上げてみた。一人目は、大学 4 年生（教育年限が日

本と同じため、おそらく 22 歳）の男子学生だ。彼が日本語を学んでいるのは、日本の文

化（ 近の日本の音楽や芸能についても精通していた）に興味を持っているからだ。以前

日本に留学していた経験もあり、日本語スピーチコンテストでの優勝経験もある。将来の

希望はとくに聞き出せなかった。二人目は、大学 2 年生（おそらく 20 歳）の女子学生に

尋ねた。彼女が日本語を学習しているのは、将来の就職のためだそうだ。業種としては、

金融系、とくに銀行を希望するそうで、理由は初任給が他業種のそれと比べてほぼ 2 倍だ

からとのことだった。ちなみに彼女によると、カンボジアの平均的な初任給は 250USD（日

本円でおよそ 3 万円）、金融業では 500USD（およそ 6 万円）だそうだ。就職先（業界・

業種・就労形態など）によって初任給にこうも差が出ること、また賃金からカンボジアと

いう国の経済水準が依然として低いことが明らかである。

 プノンペン市内においては、データに現れる識字率と実際の人々の暮らしを比較してみ

た。カンボジアは成人識字率が高くないことで注目される国である。AAR Japan で伺っ

たお話では、現在の識字率は 80%未満ということだった。当初私は、街中に非識字者への

配慮があるのかということも一つの視点として持っていた。しかし、実際に街中を回って

みると、思っていたよりも他の国の街と同じくらい文字が溢れていた。また、都市部では

かなりの高確率で英語を話せる人（小さい子どもでさえも）に遭遇した。おそらく観光業

を生業とする人が多いことに起因すると考えられる。

また、プノンペンの幹線道路沿いには学校がとても多く見られた。中はインターナショ

ナルスクールや寮制の学校もあり、教育の意識の高い富裕層は首都に子どもを送り込むの

だろうと推測された。（写真 2）

4. 考察

7 日間の滞在で、教育に視点を絞っただけでも以上のように多くの発見を得ることが出

来た。以下、それぞれについての考察である。

NGO の活動は、主目的としている―例えば、障がいを持つ人々に対する直接的な―支

援のみならず、周辺の環境整備事業として教育が寄与できることがあるのだという気づき

を得た。また、その方法として、ワークショップ形式等をとることによって、住民を巻き

込んでみなで学ぶ環境をつくることができ カンボジア人学生の将来の展望を聞いて、カ

ンボジア経済の実態を初めて目の当たりにしたので驚いてしまった。外国語学習について

言えば、日本語を使えることで現地もしくは海外でよりよい職に就くことが望まれるとい

うことは、日本人が英語に熱心なのと似ていると感じた。
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 山内乾史著『開発と教育協力の社会学』において台湾における日本語学習の広がりにつ

いて論じられている。それによると、台湾は日本の植民地だったことから日本語の学習が

早くから行われた。戦後は、日本が地理的な利便性から投資先とし、日本企業の進出が進

んだこともあり、そうした企業による現地採用が行われている。そうすると、日本語や日

本的なビジネスマナーを体得していることが期待される。同様に、カンボジアへの日系企

業の進出は 2011 年以降増加している。そうした中で、今回出会った学生たちのような展

望を抱くカンボジア人の増加とCJCCのように外国語教育を提供したりカンボジアの経済

発展に寄与したりする施設への需要はますます高まることが予測されるだろう。また、チ

ュオン ルムリアッセイ著『カンボジア・エリートの青年心理学』では、内戦からの復興

を遂げる中で、カンボジアが先進国に学生を留学させることによって進んだ技術を国内に

もたらそうとしてきたことが述べられている。内戦終結から 30 年以上経った現在、国の

発展に伴って留学生派遣の傾向は高まると考えられる。外国語習得と海外留学、この二つ

が今後のカンボジアの高等教育の発展のキーワードとなるだろう。家庭の事情が子どもの

進路選択を制限することを出来るだけ無くすよう、政府の対応も求められるだろう。

このように、教育の発展には NGO から政治経済まで、さまざまなアクターの協力が不

可欠である。カンボジアはやっと平穏な時代を迎えたということと、若い国であるという

ことから、今後勢いを増して発展するのではないだろうか。その中で教育がいかに機能す

るかということは多様な視点から注視していくべきである。

5. 調査に参加した感想

 今回の調査は、私にとって初めての東南アジア、初めての「途上国」訪問であった。こ

れまで様々な資料から、カンボジアについてのイメージは持っていた。そして今回はその

実態を自分の目で直接確かめ、何を感じるかということを主眼において過ごした。実際に

１週間過ごしてみると、発展途上にある諸設備の様子に驚くこともあった。しかし一方で、

日本人の感覚では不自由に感じるそのような環境でも、当のカンボジアの人々は幸せそう

に暮らしている様子が見られた。国の発展という意味では、先進国の状況を知った者が途

上国の状況を見ることで、その国の状況を引き上げることに寄与出来るはずだ。しかし、

途上国には途上国のよさ・幸せの在り方というものがある。それぞれの在り方を尊重する

姿勢を決して忘れてはならない。この二つの視点を踏まえて、私たちはこれからどのよう

に発展途上国と関わっていくことが理想的なのかということを今後考えていきたい。

6. 参考文献

【書籍】

山内乾史（2007 年）『開発と教育協力の社会学』ミネルヴァ書房。 
チュオン ルムリアッセイ（2012）年）『カンボジア・エリートの青年心理学：内戦から
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復興へのアイデンティティ形成』昭和堂。

【Web ページ】 
公益財団邦人 横浜企業経営支援財団 IDEC「カンボジアにおける日系企業の進出動向」

http://www.idec.or.jp/kaigai/report/foreign/cambodia_1.php (2015/09/25 アクセス) 

写真１：JICA が指導している「5S」と

いうコンセプトの説明図。コンポンチ

ャム州病院にて。 

写真２：プノンペン市内を移動中

に見かけた学校の一つ。 
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カンボジアの保健医療について

篠崎奈都 生活科学部食物栄養学科 2 年

1. 調査のテーマ

カンボジアにおける保健医療について、コンポンチャム州での調査を通してその現状を

把握し、課題や問題点について考察する。

2. 調査設問

 まず、カンボジアの保健医療はどのような体制であるのかを確認する。それをふまえて、

州病院はどのような現状にあるか、またヘルスセンターはどのような現状にあるのかを周

辺の村の様子を含めて調査する。

3. 調査結果

3.1 カンボジアの保健医療体制 
3.1.1. 行政 

保健省が中心となり、現在は第 2 次保健セクター戦略計画 2008-2015（HSP2）の下に

保健政策が進められている。保健省は、地区に基づいた保健医療システムの実施を通して

下位病院でのケアを拡大、改善することを目標に掲げ、カンボジアの全 24 州を 77（2007
年時点）の保健行政区に区分し、地域の保健システムの推進を目指している。今回の調査

地域であるコンポンチャム州は 10 の保健行政区から成る。 
HSP2 では、リプロダクティブヘルス・母子保健、感染症、非感染症の 3 つに対して 5

つの戦略領域（保健サービスの提供、保健医療財政、人材、保健情報システム、保健医療

システムガバナンス）のアプローチによってカンボジアの保健医療の改善を目指している。 
3.1.2. 施設

カンボジアの公的な医療施設は上位病院から順に中心的な国立病院（プノンペン）、州（リ

ファラル）病院、リファラル病院、保健センターとなっている。さらに、各村 2 人の保健

ボランティアが、保健センターと村をつなぐ役割を果たす。制度上は、患者は下位病院か

らの紹介を経て上位病院に行くべきとされている。州病院は各州に一つ、リファラル病院

は保健行政区ごとで、半径 20-30km、10-20 万人に対して一つ、保健センターは半径 10km、

1 万人に対して一つが適切とされている。2007 年時点で全国約 1373 万人に対して 74 の

リファラル病院、956 の保健センターがあった。コンポンチャム州には人口約 176 万人に

対して 10 のリファラル病院、135 の保健センターがあった。（ただし、2013 年にコンポ

ンチャム州の東部はトボンクムン州として分離された。この統計は分離前のものである。）

設備や人員、機能の程度等は地域、施設によって様々である。

州病院やリファラル病院は、そのサービスや機能のレベルに応じて 3 つに分類されてい
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る。麻酔を用いる手術や輸血は行われず、基本的な出産には対応できる病院を CPA
（Complimentary Packages of Activity）1、ICU を含めて救急や輸血、手術に対応し、

耳鼻咽喉科や眼科、歯科等の治療を提供する病院を CPA2、CPA2 よりも患者数や手術件

数が多く、対応できる疾患も多い病院を CPA3 とする。保健センターでは、医療レベルは

MPA（Minimum Packages of Activities）とされ、初期診断や緊急時の応急処置、慢性疾

患のケア、妊産婦と子どものケア、予防接種、健康教育等が行われることになっている。

基本的に保健センターには医者は配属されておらず、看護師や助産師、その他スタッフで

構成される。1 人は正助産師を配置することが定められている。 
 また、私設の病院や診療所も存在する。保健省への届出制度があるが、サービスや人員

等について保健省が把握することは難しくなっており、公的な施設との連携もとれていな

い場合が多い。公的な医療施設に勤める医師や看護師が私設の診療所を持っていたり、診

療所で働いていたりするケースも多いようである。

3.2. コンポンチャム州病院 
3.2.1. 概要 

CPA3 の総合病院であり、約 260 床の入院設備を持つ。医療スタッフ、清掃員、ドライ

バー等を含めて約 320 人のスタッフで運営されている。州内で唯一外科手術を行うことが

でき、交通外傷や帝王切開、盲腸等比較的軽い手術が可能である。東部地域 高次の医療

施設であり、州内のみならず周辺州の患者も多く利用しているとされている。また、研修

部もあり、州の内外の医療従事者へのトレーニング施設でもある。

3.2.2. 病院の様子・現状 
診療科ごとに棟の分かれた様式の病院である。日本の支援で建てられた産科では月に

300-400 件の出産が行われる。入院施設は全く足りておらず、金属の骨組みにゴザを敷い

ただけのようなベッドが廊下にまで数多く並んでいる現状である。

 入院設備はあるものの、治療時以外で看護師が患者の面倒を見ることはほぼないため、

入院には家族が付き添い食事等身の回りの世話を行う。ただし、貧困が認められれば医療

費の免除や入院時の食事の支給を受けられるケースもある。 

3.3. オームルー保健センター 
3.3.1. 概要 
コンポンチャム州の州都から北へ車でおよそ 1 時間半のストゥントロン郡に、2014 年

にできた新しいセンターである。周辺の 13 の村の約 1 万人を対象としている。入院設備

はなく、正看護師、准助産師、非正規のスタッフ 2 人の計 4 人のスタッフで運営されてい

る。

3.3.2. 保健センターの様子・現状 
一般的な外来、小児科、産前産後ケアと正常出産、予防接種、家族計画を主に行ってい

る。一日の来院者は 20～30 人程で一般的な風邪での来院が も多く、薬を出してしばら
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くしてから再診を行っている。重度な疾患の場合は上位病院へと送っているが、ストゥン

トロン郡ではリファラル病院がほとんど機能していないため、多くは州病院へと送られる。 
24 時間開いている必要のある保健センターであるが、実際は基本的に昼頃には診察等の

業務は終了する。また、人手不足の状態であり、政府の定める正助産師の配置もできてい

ないが、妊産婦のケアは中心業務の一つであり、1 日に 5 人ほどの妊産婦が訪れる。周辺

村の若い母親の話によると、伝統的な医療への信頼は薄れ、保健センター等医療施設での

出産を望む女性が増えているようであり、医療施設での出産は浸透してきている状況であ

る。しかし、実際に保健センターで出産をした若い母親たちも産前検診の数がバラバラで

あったり、産後のケアは受けていなかったりと医療がまだ浸透し切れていない、身近なも

のになり切れていない現状もある。

4. 考察

カンボジアの保健医療全体の問題として考えられるのは、州ごと、地域ごとに状況が全

く異なっているが、中央がそれぞれの現状を把握し切れていないのではないかという点で

あり、改善が必要である。

コンポンチャム州に関しては、病院は、設備は整いつつあるが、入院施設等患者の人数

に対応し切れていない。病院の人員や施設を増強することと、保健省の目標にもあるよう

に保健センター等下位の保健医療施設を充実させ、下位から上位病院への紹介制度を確実

なものにすることが課題である。保健センターと周辺村では、まずリファラル病院が機能

していない地域があることが問題点であり、しっかりとした体制を構築する必要がある。

また、住民たちの間で健康に問題があるとき保健センターに行き、治療するという現代医

療の考え方は広まりつつあるが、住民への健康教育や保健医療情報の伝達は継続的に取り

組むべき重要な課題の一つである。

 計画や政策と実状との比較からわかることは、現在のカンボジアは医療のシステムを作

り上げ、医療設備を整えようとしているまさに 中であるということである。国の規定や

理想とかけ離れている現状もまだ多いが、全体としては改善や目標の実現に向かっている、

これからのさらなる発展が期待できる保健医療体制であると言える。

5. 調査に参加した感想

 自分の目でカンボジアの今を見ることができたのは非常に良い経験であり、刺激的であ

った。首都プノンペンの発展の様子は驚くほどあったが、一方で都心とまだまだ発展の遅

れている地方農村の大きな差も印象的であった。食事や栄養の面から医療に関心を持って

いたこともあり、この調査で、病院や保健センターの見学や実際に住民の方々の話を聞く

ことができ、カンボジアの地方医療の現状について実際に見て考えることができたことは、

今後の学習に有益であったと思う。また、NGO や青年海外協力隊、JICA の方々のお話を
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聞き、活動について知ることができたのはこの先の自分の進路を改めて考えるきっかけと

なった。

6. 参考文献

WPRO Health Services Development「HEALTH STRATEGIC PLAN 2008-2015」
http://www.wpro.who.int/health_services/cambodia_nationalhealthplan.pdf
（2015/09/17 アクセス）  
WPRO Health Services Development「Health Services Delivery Profile Cambodia 2012」
http://www.wpro.who.int/health_services/service_delivery_profile_cambodia.pdf
（2015/09/17 アクセス） 
国立国際医療研究センター国際医療協力局国別保健情報「カンボジア国における保健医療

の現状」http://www.ncgm.go.jp/kyokuhp/library/health/pdf/201101_cambodia.pdf
（2015/09/17 アクセス） 
The World Bank 「Cambodia Data Population, total」
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/countries/KH?display=graph
（2015/10/17 アクセス） 
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カンボジアにおける生活用水の確保-都市部と郊外の比較-
吉村玖瑠美 生活科学部人間環境科学科 4 年

1. 調査テーマ

カンボジアにおいて、改善された水資源にアクセスできる(改善された水源が住居から 1
km 以内にあり、 低 1 人 1 日あたり 20 リットルの水を提供できる)人口の割合は 65％で

ある。これは、他の東南アジアの国々（タイは 98％、ベトナムは 92％）と比べると非常

に低い。しかし、都市部であるプノンペンでは、改善された水資源にアクセスできる人口

の割合は 87％となっており、プノンペンの水道水はそのまま飲むことも可能といわれてい

る。カンボジア国内での都市部と農村部（あるいは郊外）では水の確保の仕方が異なるた

め、改善された水資源にアクセスできる割合がカンボジア全体では低いと考えられる。そ

こで、都市部と郊外における水の確保の仕方について調査を行った。

2. 調査設問

カンボジアの人々（都市部と郊外）は、生活用水（飲用、炊事、トイレ、風呂、洗濯な

ど）をどのように確保しているか。

3. 調査結果

主な調査地点は、“プノンペン（都市部）”、“プノンペン（郊外）”、“コンポムチャム都

市部）”、“コンポンチャム（郊外）”の 4 つである。 
プノンペン（都市部）では、水道公社から供給される水を生活用水として使用していた. 

JICA 事務所の窓からプノンペン市内を一望すると, 屋外に給水タンクが設置されている

のがみえた。宿泊先のホテルでは, シャワーや洗面所の水道をトラブルなく使用すること

ができ、主観的ではあるが”衛生的ではない”と感じたことは一切なかった。 一方、飲用水

については、プノンペンに住む学生の話によると、水道水は飲用可能であるが、ボトルウ

ォーターを購入することが多いそうだ。

 プノンペン（郊外）では、雨水や井戸水、近くの川から生活用水を確保していた。郊外

に入ると、都市部ではみられなかった巨大な水瓶（写真 1）やポンプ式の井戸があった。

AAR, WCD 車椅子利用者のお宅を 3 軒訪問したが、どのお宅にも水瓶が設置されていた。

水瓶の数は 1 軒あたり、2~5 個だった。AAR, WCD 事務局長に水瓶について質問したとこ

ろ、水瓶では、雨水や近くの川の水を貯めており、主に洗濯や炊事に使用されていること、

水瓶中の水は飲用として使われていないということがわかった。郊外のお宅を観察すると、

ボトルウォーターが置かれていることが多かったため、飲用としてボトルウォーターを利

用していると推測された。 

コンポンチャム（都市部）で主に訪れた施設はコンポンチャム州病院である。分娩室を
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見学したが、水道が設置されていた。屋外には、巨大なタンクがあり、水道水を貯水して

いると推測された。コンポンチャムの都市部に宿泊したが、プノンペンと同様に水道が設

置されており、シャワーや洗面所の水道はトラブルなく使用することができた。 

コンポンチャム（郊外）では、同じ村落内にある保健センター、保健ボランティアのお

宅、保健センターを利用した幼い子供のいる女性のお宅、伝統的産婆のお宅を訪れた。保

健センターは、州病院と比べると規模は小さいものの、水道（写真 2）がきちんと設置さ

れていた。村落の家庭では、井戸や水瓶が観察された。水瓶は各家庭に 1つ以上はあった

が、井戸は家庭によってはもっていないところもあった。保健センターを利用したことの

ある女性のお宅では、ボトルウォーターを備蓄しており、飲用としてボトルウォーターを

利用していると推測された。伝統的産婆のお宅の中をみせていただいたが、水道は設置さ

れていなかった。庭にあった深さ 17 メートルの井戸(写真 3)から水を汲み、洗濯や炊事に

使っているそうだ。 

写真 1 郊外で頻繁にみられた水瓶 写真 2 保健センター内の水道 写真 3 村落の家庭にある井戸 

4. 考察

 都市部と郊外を比較すると、飲用水は主にボトルウォーターから確保しているという共

通点もあるが、都市部では水道公社から供給される水を、郊外では水瓶を利用して貯めた

雨水や井戸水を生活用水として主に使用しているという違いがみられた。さらに、同じ村

落内であっても保健センターでは水道を設置しているなど、同じ地域内においても生活用

水の確保の仕方に差があることがわかった。

 現在、プノンペン水道公社が中心となって地方都市の水道局に対して支援が行われてい

るという。それは、地方都市とプノンペンの格差をなくすため、すなわちプノンペンと同

様の水道レベルに上げるという内容である。しかし、それは果たして正しいことなのだろ

うか。雨水を利用していた郊外に住む人々が、水道水から供給される水を洗濯やトイレに

使用するようになれば、いずれは、水資源の確保が難しくなるという問題も起こりうるの

ではないだろうか。
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 安全な水資源にアクセスできる人口を増やすために水道を整備しつつも、雨水や再利用

水をトイレや風呂に使用できるタンクやパイプの整備を行うなど新たな改革に力を入れて

いくべきだ。郊外の水瓶に雨水を貯めて洗濯を行っているという事実を”遅れている”とみ

なすのではなく、”見習うべきところがある”ととらえるべきだろう。 
 このように新たな水道改革を行っていくためには、これからも日本をはじめとする他国

の技術協力や人材育成は続けられるべきだ。水道レベルの高いプノンペンにおいても油断

は禁物である。ポルポト政権時代の教育者や知識人への大虐殺により教育システムが崩壊

し、現在でも教育の質が非常に低いというお話を青年海外協力隊の方から聞いた。化学や

数学などの基礎的な知識がないまま、水道局の職員となる者もいるという。

壊滅的な状態から、驚くほどの急成長を遂げ、安定した水供給が可能となったプノンペ

ンだが、地方都市の多くはそうではない。改善された水資源にアクセスできる人口の割合

が近隣諸国と同じになるためには、まだまだ時間がかかると考えられる。そして、プノン

ペンの水道事業を参考にして地方都市の水道改革を行うのではなく、再利用水や雨水の利

用など、新たな水道改革を模索するべきだろう。

5. 調査に参加した感想

カンボジアを訪れる前は、たとえホテルであってもシャワーの水が時々出ないことや、

蛇口から濁った水が出てくるのではないかと偏見を抱いていたが、実際にそのようなこと

は全くなく、安心して生活できた。虐殺博物館を訪れた後は、何もかもが破壊されたプノ

ンペンにおいて急成長を遂げた水道事業について感銘をうけた。一方、コンポンチャム州

の郊外において、保健センターには水道があったにも関わらず、わずか数百メートルしか

離れていない村落のお宅には水道がなく、井戸から生活用水を得ていたことには驚いた。

今回のスタディツアーでは、病院や村落の見学など、大変貴重な経験をすることができた。

スタディツアーで見たものや得られたものを自分のまわりの人に伝えていき、カンボジア

の水環境について興味をもつ日本人を増やしていきたい。

6. 参考文献

沖大幹（2011 年） 『水の世界地図［第 2 版］刻々と変化する水と世界の問題』丸善出版 
鈴木康次郎・桑島京子（2015 年）『プノンペンの奇跡 世界を驚かせたカンボジアの水道

改革』 佐伯印刷

国土交通省「カンボジア王国」

http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/j_international/outline/data/cam.pdf
（2015/9/26 アクセス） 
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カンボジアにおける障害者支援―車いすサービスを中心に

佐々木奈摘 人間文化創成科学研究科ジェンダー社会科学専攻 M1 年

1. 調査のテーマ

カンボジアにおける障害者支援の課題と取り組み

2. 調査設問

 地雷や不発弾による被害者が多いカンボジアにおいて、障害者に対してどのような課題

があり、またどのような支援がなされているのか

3. 調査結果

本調査では、主にスタディツアーでの AAR（難民を助ける会），Wheelchair for 
Development（以下、AAR,WCD と記載）での見学、説明およびインタビューをもとに、

カンボジアにおける障害者支援の課題と取り組みについて検討する。AAR,WCD は、事業

内容の説明を受け、車いす工房の見学および車いすサービスの利用者 3 名のお宅訪問を行

った。

カンボジアでは、現在でも地雷や不発弾の犠牲者となる人びとがいる上に、復興開発が

進むにつれ交通量が増し、交通事故が急増している（吉崎・青山・永井・小林、2006）。
プノンペン市内移動中も、信号機があまりないことやバイクに乗っている人がヘルメット

を着用していない様子に気が付き、また横断歩道がなく人びとが車の切れ目を狙って横断

している様子、4 人から 5 人で 1 つのバイクに乗っている様子、車と車の間の隙間をバイ

クが入り込んでくる様子などを目にし、交通事故が多発している状況が容易に想像できる

道路・交通状況であった。

吉崎・青山・永井・小林（2006）によると、地雷・不発弾による被害や交通事故をはじ

め、労働中の転落事故や感染症等により身体障害者となった人びとが少なくない一方で、

障害者に対する支援は十分に行き届いていない。障害者支援に関しては、カンボジアでは

まず地雷の被害が注目され、1980 年代以降多くの国際 NGO が義足製作やリハビリテーシ

ョン等の支援をし続けてきた。そのため、地雷による身体障害への支援は比較的整備され

てきたが、それ以外の原因による身体障害や知的障害、精神障害への支援は遅れており、

実態調査も十分になされていないという。

今回訪問した AAR,WCD では、障害者に対して車いすを提供する支援が行われていた。

AAR,WCD は、1994 年に車いす生産と車いすの配給サービスプロジェクトを開始し、2006
年にカンボジア人のためのカンボジアの NGO として登録された団体である。その使命は、

十分に社会に参加することができるように障害を持つ人びとをエンパワーメントすること

にある。2013 年の時点でカンボジアには総人口のうち 2.1%が障害を持っていると推定さ

－43－



れており、その大多数が貧困層の中でも特に貧しい人びとであること、また、以前兵士で

あった障害者は政府からの支援（pension）を受けることができ、地雷の被害者は

Cambodian Red Cross（CRC）から緊急支援を受けることができるが、それ以外の障害者

は政府からの支援を受けることができないことを指摘していた。このような状況も反映し

てか、AAR,WCD では障害の原因によって支援対象者を限定せず、支援を必要とする人に

対してそのニーズに適した支援を行っていた。

主な支援内容は、障害者の生活状況や障害の種類、コミュニティ環境等の事前調査や車

いすの配給・修理等である。事前調査をもとに、車いすの種類やサイズ、さらにはクッシ

ョンを取り付けるかどうか等が決定され、車いす工房にて車いすの生産が行われる。車い

すには 3 つのサイズがあり、三輪のものや四輪のものなど種類も様々である。脳性麻痺の

子どものためのトロリーもあり、折りたためるものも多い。タイヤは空気を入れるタイプ

のものではなく、舗装されていない道路を走行し鋭利なものが刺さった場合でもタイヤと

してきちんと機能するような素材でつくられていた。生産が終わるとその車いすをコミュ

ニティへ持って行き、使い方を教えたり家族へのカウンセリングを行ったりしている。車

いす配給から 8 から 12 か月後にはフォローアップも行われており、車いすの利用目的や

車いすの状態、また車いす利用後の生活の変化等を聞いている。そこでは、コミュニティ

への参加が増えたという声がよく聞かれるようである。

AAR,WCD の車いすサービス利用者 3 名のお宅も訪問した。1 人目は、脳性麻痺を患っ

た女の子である。彼女の家族によると、車いすを利用し始めたことで、家の中を一人で移

動したり妹と遊んだりすることが可能になったという。2 人目は、3 歳の時に小児麻痺を

患い、足が動かなくなってしまった 65 歳くらいの男性である。車いすを利用し始めるま

では板に乗って手で漕いで移動していたと言っていた。彼はモーターバイクの修理工とし

て働いており、車いすは仕事をするのに適した仕様にモデルチェンジしたそうである。現

在は部品の買い出しも自分で行っていると言っていた。3 人目は幼少期にポリオを患った

31 歳の男性である。車いすを利用し始めた時には四輪の車いすを利用していたが、遠方ま

で行けるように 3 年から 4 年ほど前に三輪のものにモデルチェンジしたそうである。彼は

15 歳で初めて学校に通い始めたが、なかなか馴染めずに 3 年で辞めてしまったと言ってい

た。しかし、現在は車いすを使って 5 キロほど離れたコーヒーショップに行ったり、15
キロ離れた友人の家に行ったりすることができ、良い気分転換になっているそうである。

AAR,WCD の車いすサービス支援以外にも、難民を助ける会（以下、AAR Japan と記

載）によりインクルーシブ教育というかたちで障害者に対する支援が行われている。イン

クルーシブ教育とは、障害を持つ子どもと持たない子どもが共に学ぶための取り組みであ

る。AAR Japan では、インクルーシブ教育として、教員を対象にした障害に関する知識

の習得、バリアフリー環境の整備、生徒や地域住民への啓発ワークショップを行っている。

それに加えて、どのような障害を持つ子どもがいるのか、どのような支援が必要か等に関
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する調査や、行政へのデータ提供も行っている。

4. 考察

私が障害者支援に関心を抱いたのは、AAR,WCD での説明においても指摘されていたよ

うに、障害を持つ人は特に貧しい傾向にあり、そのような人びとに対して支援が行き届い

ているのか、またどのような支援がなされているのか疑問を持ったためである。カンボジ

アにおける障害者に対する支援には、交通事故による障害が急増している一方で地雷・不

発弾以外の原因による障害に対する支援が遅れているという課題がある。また、障害者の

大多数が貧困層の中でも特に貧しい人たちであり、AAR Japan の方の説明では、障害者

は障害に対する偏見や地域社会からの孤立、教育を受ける機会が限られているという問題

も抱えていることが指摘されていた。

そのような状況の中、本調査では、AAR,WCD による車いすサービスや、AAR Japan
によるインクルーシブ教育が、障害者支援として取り組まれていることが明らかになった。

どちらも対象となる障害の原因を限定せず、車いすサービスは幅広い年齢層の人に対して

行われ、インクルーシブ教育も地域住民を含めた社会全体で障害者支援を行っていくため

の取り組みとなっていることから、カンボジアにおける障害者支援の課題の克服において

も有効であると考えられる。車いすに関しては、障害を持つ人が家庭の中から外へ出てい

くきっかけとなり、社会に参加するための手段となっているだけでなく、その利用しやす

さゆえに生活の幅も大きく広がり、一人でできることが多くなることで利用者本人および

その家族の生活の質の向上にもつながっていると考えられる。また、車いすサービスが無

料で行われていることが、障害者の抱える貧困という問題への対処としても役立っている

と考えられる。インクルーシブ教育に関しては、行政へのデータ提供も行われていること

から、地域コミュニティという枠を超えた支援の拡大の可能性が感じられた。しかし、こ

れらの取り組みは独立して行われているように思われたため、障害者支援を保健分野や教

育分野等、分野を関連づけ、連携して行っていく必要性もあるのではないかと考えた。

5. 調査に参加した感想

カンボジアにおける障害者支援、特に AAR,WCD の車いすサービスで非常に印象的だっ

たことは、車いすを快適に利用してもらえるよう、個々のニーズへの適応を徹底して行っ

ているということである。車いすの生産にあたって十分な事前調査を行い、車いすの大き

さや種類を個人の障害の種類や程度に合わせて変えているだけでなく、障害のある部位に

固いパイプ部分が当たらないようにクッションを付けたり、用途が変わったらモデルチェ

ンジを行ったりもしていた。色も好みに合わせて変えているようであった。これらが無料

で、かつコミュニティを訪問するかたちで行われていることは、支援の浸透を促進するた

めの有効な方法であると感じた。また、車いす利用者宅を訪問した際、利用者本人のみで
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なくその家族も非常に良い笑顔をされていたことから、家庭全体における車いすの重要性

を感じ、車いすが利用者のコミュニティへの参加促進以上の機能を持っていると感じた。

このような取り組みが一部のコミュニティで行われるだけでなく、多くの障害を持つ人び

との生活の質の向上に役立つように拡大していくと良いと感じた。車いす工房の見学はも

ちろん、実際に車いすを利用している方と話をすることができたのが非常に良い経験にな

った。

6．参考文献 
吉崎基弥、青山温子、永井真理、小林明子（2006 年）「カンボジアにおける身体障害者支

援の現状と課題」『国際保健医療』第 21 巻第 1 号，pp43-51. 
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カンボジアの医療保健について

李慧 人間文化創成科学研究科ジェンダー社会科学専攻 M2 年

1. 調査のテーマ

学部の卒業論文のテーマは中国の病院に関するものだった。現在も引き続き、中国の一

次医療機関をテーマとして研究を進めている。カンボジアは、以前の中国と似ている。1950
年代の頃、中国は戦争から立ち直り、人々の生命と健康を脅かす伝染病や地方病を解決す

るために様々な試作や改革を行った。今回、カンボジアに行って、身をもってカンボジア

の医療と保健の現状を調査し、どうやって中国が 60 年で積み上げた経験をカンボジアで

生かすのかをテーマとした。

2. 調査設問

カンボジアという国は内戦によって不安定な政治体制がつづき今では世界で も貧しい

国の一つと言われている。現在、カンボジアの医療保健はどのような状況にあるのか？ど

のようなレベルの医療保健水準を確保できるのか、また、足りない部分とこれからの発展

方向は何か？

3. 調査結果

① カンボジアの医療保健全般

カンボジアは長い間内戦が続き、国土が荒廃し様々なシステムが崩壊した。特に 1975
年から三年間続いたポルポト政権下では、教師や医師などの知識人をはじめ、人口の約三

分の一が虐殺された。ポルポト時代を生き抜いた医師は全国で 40 人程しか残っていなか

った。カンボジアにおける疾病構造は、経済先進国における生活習慣病等の慢性疾患が多

くを占めるのとは異なり、感染症対策が喫緊の課題となっている．カンボジアには Health 
Equity Funds (HEFs)という医療保険制度がある。貧困層であること、指定された医療施

設で受診することなどの条件を満たすと、受益者は病院までの交通費と受診料について保

障金を得ることができる。

② 現在の医療施設の水準

カンボジアの病院は国公立、NGO（非政府組織）運営、私立の三つに大別される。国公

立病院と私立が有料、NGO 運営が無料である。国公立病院や NGO 運営病院の医師の技

術レベルは低く、設備も老朽化しており、医療サービスの水準は非常に低い。プノンペン

には富裕層や外国人向けの私立病院が数ヶ所ある。これらの病院には外国人医師が駐在し、

日本語が通じる病院もある。

③ コンポンチャム州病院

今回見学に行ったコンポンチャム州病院はフランス式の病院で、州内で 高レベルの医
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療機関であり、20 種のサービスを提供している。また、約 300 人のスタッフが働いてい

る。病院はフランスと日本により援助されている。日本は病院の産婦人科を援助している。

伝統的な出産方式をやめ、病院での安全出産を促進して以来、産婦人科に月に 300〜400
人の産婦が来るので、非常に混雑している。一部屋に 8 床のベッドが設置されているが、

それでも足りなくて、廊下にもベッドが追加される状態だ。 

 一方、研修の面について、コンポンチャム州病院に「研修部」が設立され、各種研修の

実施を担うようになっている。コンポンチャム病院の職員だけでなく他の病院の職員もそ

こで研修できる。一日の研修会から、長くなると 1 カ月の研修もある。 大 50 人が同時

に研修できる。規模は小さいけれど、カンボジアの地方部で初の研修部となる。

④現在ヘルスケアの状況

カンボジアの 2011 年の平均寿命は 63 歳（男性 62 歳、女性 64 歳）で、妊産婦死亡率

250、乳幼児の死亡率 34 である（PHJ の報告より）。カンボジアの妊産婦死亡率は日本と

比べてはるかに高い。近隣国のタイと比較しても、それはまた非常に高い。乳幼児の死亡

率も高い。保健分野の重要性は言うまでもなく、各国の支援によって、現在カンボジアは

保健分野の成功国として世界的注目を浴びている。 

⑤ Orm Leu 保健センター

今回訪問した Orm Leu 保健センターは PHJ(ピープルズホープジャパン)により支援

され、モデルヘルスセンターの一つである。建設してからまだ 1 年間半ぐらいしか経てな

い。センターに病床を設けてないので、入院することができない。患者さんは自分で病気

を判断できない場合、まず保健センターに行って、センターの職員が重い病気だと判断し

たら病院へ運ぶという役割がある。サービス内容は主に産前産後健診とケア、一般の病気

や傷の手当て、予防接種と家族計画などが含まれている。センター長（正看護師）、準助産

師と非正規スタッフ 2 人合計 4 人のスタッフがいる。カバーする人口は 13 の村の住民で、

約 10025 人である。いざという時、家から車、バイクや自転車でセンターに行く。 
⑥まとめ

カンボジアの医療保健の問題は、内戦の影響から医療施設・機材・医薬品不足や医療人

材不足など国民に基礎的な医療サービスを提供する体制が整っていないという点や、国民

の保健知識不足や伝統医療への依存などに原因がある。近年では、カンボジア政府保健省

の重点政策として母子保健が強化されていることや様々な国際機関・NGO 等の支援によ

り、母子保健は改善傾向にある。しかし、今回の訪問先であるコンポンチャム州は全国で

も人口が多く、保健センターも 142 か所と も多い地域である。にもかかわらず、正助

産師が不在で、準助産師のみがサービスを提供しているという人材不足の問題も依然とし

て深刻化している。 

一方で、センター数が少ないなどの課題も存在している。保健センターはカンボジア農

村部の住民にとっての一次医療施設であり、体の具合が悪くなると真っ先に行くところと
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して機能する必要があるが、自宅から保健センターへの距離が遠く、道も整備されていな

い状況で、アクセスが悪いと言える。 

4. 考察

 世界保健機関憲章により、健康はあらゆる人々にとっての基本的人権のひとつであり、

人種、宗教、政治的信念又は経済的・社会的条件によって差別されることはない。医療保

健サービスは公共サービスとして、公平性を求める。確かにカンボジアの医療保健はまだ

低い段階にとどまっている。様々な国際機関・NGO 等の支援は勿論非常に重要で、あり

がたいことだと思っているが、そちらの援助にも限界がある。それに、援助によって、支

援される国の政府機能の一部を引き継いだ故に、政府の能力を弱体化してしまう可能性が

高い。時代が変わっても、病気の種類が変化しても、先進国や中国においては、経済と社

会が発展している現在でも一次医療や母子保健の重要性を唱え、その役割が期待されてい

る。現在中国では、高齢化、医療費の高騰や非伝染慢性疾患の増加など複数の医療問題と

社会問題を緩和するために、政府が一次医療機構の再開発、医療資源を再分配することを

主導している。これが医療制度改革における避けられない傾向となっている。勿論、中国

のように政府の力に頼りすぎるのも良くない。政府による医療の提供は非効率的になる傾

向もある。従って、ヒトの健康と命に係わる医療と保健は、政府、経済組織、非政府・非

営利組織の三つの大きな基盤によって支えられていなければならない。非政府組織は永遠

にカンボジアの医療と保健を援助するわけにはいかない。途上国の医療保健水準を上げる

には、人材、設備より、国と政府による医療システムの力が必要だと考える。カンボジア

国自身の力が何よりも大切だと今回の調査に参加した感想である。

5. 参考文献

外務省 政府開発援助 ODA ホームページ「7.保健医療」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/kunibetu/gai/cambodia/ej99_01_
0407.html（2015/11/30 アクセス） 

岡山県「カンボジアの医療事情と社会保険制度 岡山県カンボジアビジネスサポートデス

クレポート」http://www.pref.okayama.jp/（2015/11/30 アクセス）

外務省「カンボジア保健医療分野支援の評価（第三者評価）平成 24 年度外務省 ODA 評価」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/kunibetu/gai/cambodia/sect12_0
1_index.html（2015/11/30 アクセス）

PHJ ホームページ「カンボジア 母と子のための地域保健システム強化事業

http://www.ph-japan.org/program_cambodia_maternal（2015/11/30 アクセス）
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六期 pp324-325 
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1－4 訪問記録 

AAR（難民を助ける会）、WCD 車いす工房 
日時：2015 年 8 月 31 日 10：00～12：00 
場所：AAR, WCD 車いす工房 
面会者：向井郷美 AAR Japan(難民を助ける会)プノンペン事務所プログラムコーディネ

ーター

Mr. Chin Yok Executive Director, Association for Aid and Relief, Wheel Chair 
for Development (AAR, WCD) 
Mr. Sophano Outreach 担当、AAR, WCD 

内容：

活動の本格始動初日の 8 月 31 日は快晴、まだまだ体が気候に慣れず、とても暑い中で

の訪問となった。キエンクリエン国立リハビリテーションセンターの一角に位置する車い

す工房はコンクリートで出来た比較的広い工房で、いくつかの製造過程によって分かれて

作業されていた。中央にはほぼ完成した車いすが置いてあり、様々な工具も置いてあった。

オープンエアで冷房は無く扇風機だけであったが、風通しが良くなるように天井が高めに

作られていた。工房の一角で Executive Director の Yok さんのお話を聞いた。

Yok さんのお話ではまず、WCD のこれまでの沿革と活動の目的の紹介があった。1994
年に日本の NGO として設立されたこの車いす工房の目的は、車いすの支給を通して、重

い障がいを持った方の社会参加を支援することである。そしてカンボジアの障がい者の現

状と、彼らが抱える問題点を聞いた。発展途上の 中であるカンボジアでは、Yok さんの

お話によると人口の 2％と推定される障がい者に関する情報を得ることが難しいため、貴

重なお話だった。次にこの組織が障がい者の方に車いすを届けるまでの過程の説明があっ

た。まず車いす受給者の生活環境の調査から始まり、様々な種類、サイズから、それぞれ

の受給者に合わせて、製造される。完成した車いすを支給する時には必ず以下の写真にあ

るような、使い方などが書いてあるパンフレットを一緒に配るそうだ。そしてこの工房で

は、支給したらそれで終わりなのではなく、アフターケアと修理のサービスが提供されて

いる。これらのサービスによって、車いすが将来長い期間にわたって受給者の生活を支え

るのだ。Yok さんのお話が終わると続いて向井さんのお話に移る。 
 向井さんからはカンボジアの概要を紹介していただいた後、インクルーシブ教育プロジ

ェクトについての説明をいただく。まず、カンボジアの識字率と学校の就学率についての

データが示された。小学校の就学率は向上したものの、小学校の修了率、中学校以上の就

学率、また成人の識字率は日本と比べずっと低かった。障がい者だけを取り出してみると、

さらに差が開く。教育システムの遅れはもちろん、偏見・差別、家族の無理解などにより、
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障がい者の教育はほとんど進んでいない。次にこのような状況を改善するために AAR 
Japan (難民を助ける会)が今まで行ってきた支援についての説明に移る。1980 年に初めて

カンボジアへ進出した AAR Japan（難民を助ける会）は 92 年にプノンペン事務所を構え、

障がい者支援、簡易医療支援、地雷対策を実施してきた。特に障がい者支援においては、

93 年に障がい者職業訓練学校を、94 年に車いす工房を設立し、2006 年にはこの二つを現

地 NGO として登録している。そして、2013 年からは「インクルーシブ教育」支援に力を

入れている。途上国では障がい者のみを受け入れる特別支援学校はまだ少なく、普通学校

で共に学ぶことを目標とし、問題に包括的に焦点を当てた活動を進めている。具体的には、

「バリアフリー工事」、「正確なデータの収集」、「教員研修」、「地域住民への啓発イベント」

「学校生徒への啓発ワークショップ」活動をしている。さらに、地域に 15～20 名程度の

「ワーキンググループメンバー」を結成し、彼らを中心に、と先を見据えた活動をしてい

る。また、車いす事業とのつながりとして、上記のようにまだ教育制度が確立しておらず

孤立し、社会参加できていない障がい者が、車いすを用いて家の中から地域に出ることが

できるようになり、社会参加につながると仰っていた。

文責：鴨井 優

写真

車いす工房内の様子 各名称が数字分けされ、文字が読めない人 

への配慮がされたパンフレット 
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AAR（Association for Aid and Relief）、WCD（Wheelchair for Development）
の車いす受益者宅訪問

日時：2015 年 8 月 31 日午後 
面会者：ナウィーさん、オウンさん、ピエレンさん（3 人とも WCD の車いす利用者） 

内容：

① ナウィーさん宅

彼女の家に着くと、ナウィーさんをはじめご両親や家族の方々が出迎えてくれ、フルー

ツやお菓子を用意してくださった。20 歳くらいの彼女は、2014 年から現在の車いすを使

っているという。それまで使っていたものとは違い、現在のものは折りたたみ式である。

リハビリセンターでトレーニングをしていた時から AAR の存在は知っていた。AAR,
WCD で働いており、今回のお宅訪問のガイドをしてくださった方が偶然ナウィーさんの

家の前を通りかかった時に彼女を見つけ、AAR の車いすを使ってみないかと声をかけたと

いう。彼女は病気のためうまく言葉を発することはできないが、周りの話をよく聞いてお

り、楽しい時の彼女の笑顔が印象的であった。車いすを利用し始めてから良くなったこと

は、家の中での移動が楽になったことだという。 近は成長とともに体が大きくなってき

たので、それに合わせた新しい車いすをもらう予定である。そのように柔軟に利用者のニ

ーズに応えてくれる点が AAR の良いところだといっていた。

② オウンさん宅

3 歳の時に小児まひに罹ったオウンさんは足が不自由で、AAR の車いすを利用し始める

前までは板に車輪を付けたようなものに乗り、手で地面をこぐようにして移動していたと

いう。現在は車いすにより移動がたいへん楽になったという。また、技術工でもあるオウ

ンさんは、自ら車いすを改良し反射鏡やタイヤのカバーをつけていた。オウンさんは商店

も営んでおり、売り上げがいい時には 1 か月に 1 回、売り上げがよくないときでも 2、3
カ月に 1 回プノンペンにトゥクトゥクで仕入れに行く。店についた際にはトゥクトゥクを

降りることなく、理解あるお店の方がオウンさんのところまできて買い物をさせてくれる

という。オウンさんは車いす、そして 37 歳の時に結婚した奥さんをはじめとする周りの

人々に支えられて生きている。

③ ピエレンさん宅

彼は現在 31 歳で、オウンさんと同じように幼いころ小児まひに罹り足が不自由となっ

た。現在は鶏の飼育を仕事としている。15 歳くらいの頃から学校に通い始めたが、学校の

環境がよくなかったことと家でするべき仕事があったため、3 年で学校はやめた。また、

10 歳のころから WCD の車いすを使い始めそのころから 15 キロメートルほどの距離を 1
～2 時間かけて移動していたという。 近 3～4 年は、車いすではなくトライサイクルとい

う車輪が 3 つの車いすを利用し、現在でもそれに乗って遠くまで移動している。これは、
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ピエレンさんの生活状況やニーズに合わせて WCD により提供されたものである。また、

ピエレンさんが住むところの道路状況に合わせタイヤは空気なしのパンクしにくいタイヤ

となっている。このようにアクティブなピエレンさんに対して、彼の父親は「あちこちに

行ってストレスを発散することは良いことだ」と言っていた。私たちが訪れた時に近所の

子供達がたくさんピエレンさんを囲むように集まってきたのが、多くの子供達に慕われて

いるのだなと思わせる、印象的な出来事であった。

文責：宮川優希

写真

ナウィーさん家族と Bグループ オウンさんと奥さんと

ピエレンさんとお父さんと 
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カンボジア日本人材開発センター

日時：2015 年 9 月 1 日 9:30~13:30
場所：RUPP-CJCC, Russian Confederation Blvd., Toul Kork, Phnom Penh（王立プノン

ペン大学内、カンボジア日本人材開発センター）

面会者：

Ms. Chorn Neardey, Event Planning Staff, Language, Culture and Education 
Department, Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) 
齋藤圭子、日本人材開発センター国際交流基金 JF 講座調整員、日本文化専門家 
吉川景子、日本人材開発センター日本語専門家

内容：

CJCC には 9:00 に到着した。ロビーには日本文化・年中行事（このときはお月見）を紹

介する掲示物やディスプレイがあった。ロビー隣には図書室が隣接している。部屋の前の

掲示板には新着図書やおすすめの本が紹介されていた。また、廊下の壁には CJCC の生徒

たちによる書道の毛筆作品が展示されていた。

9:30 になり、私たちは Krom Ngoy Room に通された。そこには既に CJCC の生徒たち

が 4 つのテーブルに席についていた。私たちもランダムに分かれ、4 つのグループに加わ

った。

始めに、CJCC の齋藤さんからご挨拶をいただいた。その後、CJCC の生徒さんから大

学生活についてプレゼンテーションをしていただいた。すべて日本語ではなしてくださっ

た。続いて、お茶の水女子大学から 2 グループのプレゼンテーションを、英語で行った。

これらの後は、4 つのテーブルごとの交流の時間となった。まずは、アイスブレイキング

として、各自自己紹介を行ったり、プレゼンの内容をきっかけに日本とカンボジアのこと

を教えあったりした。各テーブルとも CJCC の生徒さんの上手な日本語のおかげで話が弾

んだようであった。 後に、「日本とカンボジアの相互理解や絆を深めるにはどうしたら良

いだろうか」というテーマのもと、各テーブルで 20 分ほどディスカッションを行った。

そのディスカッションでまとめた内容と約 2 時間の対話の感想を併せて各テーブルから発

表し合った。 後にお茶の水女子大学側のお土産を渡し、午前の交流は終了した。 

午後の部は、学食で昼食をとった後、12:50 から開始した。CJCC1 階の Sakura Room
という教室で行われている日本語クラスに加わり、学生さんたちの課題作成のためのイン

タビューを受けるというかたちで、日本文化を通じて交流した。

文責：本橋美里
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写真

交流した CJCC で学ぶ学生とともに。CJCC の建物前

にて。 
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JICA カンボジア事務所

日時：2015 年 9 月 1 日 14:30～16:00 
面会者：小島丈晴、国際協力機構(JICA)カンボジア事務所次長 

小川紀子、国際協力機構(JICA)カンボジア事務所 JICA プラザコーディネーター 
内容：

国際協力機構(以下、JICA と記載)は、政府開発援助（ODA）のうち二国間援助を一元

的に担い、技術協力、有償資金協力、無償資金協力の 3 つの手法により開発途上国を支援

する援助機関である。カンボジアに対しては、「経済基盤の強化」「社会開発の推進」「ガバ

ナンスの強化」の 3 つを重点分野として、これまでに都市交通改善（国道の舗装や「つば

さ橋」の建設等）、農業技術支援、上水道整備、母子保健サービスの向上、法制度整備、対

人地雷除去等が行われてきた。

JICA カンボジア事務所は、1993 年に設立された約 100 か所にのぼる JICA の海外拠点

のうちの 1 つであり、ここを窓口としてカンボジアでの事業が展開されている。事務所に

は「NGO-JICA ジャパンデスク」が設置されており、カンボジアでの開発援助関連の情報

提供の場となっているのに加え、図書館サービスも行われている。

今回の訪問では、山口大学の学生とともにカンボジアという国の概要とカンボジアにお

ける JICA の支援の説明を受け、その後質疑応答をした。以下では、説明内容の概要を示

す。まず、カンボジアの概要については、人口や国土面積、労働や教育等の基本的な情報

について説明を受けた。カンボジアは周辺諸国と比較すると人口が少なく、特に内戦時の

虐殺により 35歳から 39歳の人口が少ないことが周辺諸国との競争に関連していることや、

舗装されている道路の割合や電化率も周辺諸国に比べて劣っていることを学んだ。都市で

は携帯電話や Wi-Fi が普及しているため、地方の発展が重要な課題であるということに関

しても説明があった。

次に、カンボジアにおける JICA の支援の説明を受けた。カンボジアにおける支援は、

上記の通り「経済基盤の強化」「社会開発の促進」「ガバナンスの強化」の 3 点に重点が置

かれている。その中でも、特に「社会開発の促進」の一環として行われている教育分野と

保健分野での取り組みについて詳しい説明があった。教育分野では、理数科教育改善プロ

グラムとして教員養成校の教官育成や現職教員に対する研修が行われている。保健分野で

は、内戦終了後の 1992 年から専門家の派遣が開始され、母子保健センターの設立(1995-97
年)や助産能力の強化を通じた母子保健改善プロジェクト等が実施されている。また、医療

技術者の育成や医療施設の整備（州病院の建設）、医療機材の維持管理、予防接種等も行わ

れている。

質疑応答では、交通インフラや医療費、カンボジア国内の問題等について応えていただ

いた。交通インフラについては、今後の計画に関する質問に対して、空港からプノンペン

向けのモノレールが計画されており、市内を走る公共交通がなかったため路線バスの導入
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と路線拡大が検討されているという説明があった。医療費負担については、カンボジアで

は貧困層以外は全額自己負担となっているため、富裕層は軽い症状であれば国内の医師に

診察してもらい、それ以外は上海など海外の病院に行っているが、一般の人は基本的に近

隣の保健所で診てもらうか金銭的に余裕があれば薬を買う程度であるそうだ。カンボジア

国内における問題に関しては、カンボジアは世界で も腐敗が進んでいる国であること、

森林伐採による森林の減少が大きな問題になっていること、そして土地所有者が不明な場

合が多いため住居移転が問題になることが多いということを説明していただいた。

備考：「ODA マップ」や「草の根技術協力事業一覧」、「カンボジア国別情報」、「JICA ボ

ランティア・カンボジア」のリーフレット、JICA ボランティアに関する資料をいただい

た。

文責：佐々木奈摘
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コンポンチャム州病院見学、青年海外協力隊員の活動報告

日時：2015 年 9 月 2 日 10:00〜11:00、15:00~17:00
場所：コンポンチャム州病院

面会者：

Prof.Dr. Yin Shinath、Director, Kampongcham Province Hospital （病院長） 
Dr. Mey Moniborin, Deputy Director (Chief of the Training Unit)（副院長・研修部長） 
Dr. Tham Sovandeth, Deputy Director （副院長） 
Dr. Nem Buntheoum, Obstetrician （産婦人科医師） 
前田知香 青年海外協力隊員（理科教育）、帯金敬一 青年海外協力隊員（理科教育）

笠木久美子 青年海外協力隊員（青少年活動）、 塚田みのり 青年海外協力隊員（助産師）

今江沙織 青年海外協力隊員（看護師）

内容：

午前はコンポンチャム州病院を訪問し、当病院で 2015 年現在働いている青年海外協力

隊員の塚田さんと今江さんに病院内を案内して頂いた。現在のカンボジアの実態やその病

院での活動についての説明を受けながら、様々な施設を見学した。コンポンチャム州病院

は内科、外科、整形外科、産婦人科などが集まった総合病院である。カンボジアの総合病

院には、過去にフランスの植民地下にあったという歴史的背景から、診療科別に棟が分け

られているというフランス式の特徴がある。その中でも産婦人科棟や研修センター棟、手

術室など、日本による援助がなされているところも多くあった。カンボジアでは雨季に入

ったもののまだ日差しが強く、病院内に入ると多くの患者とその親戚が風通しのよいとこ

ろで涼んでいてカンボジアの病院の独特の匂いと雰囲気を感じた。

まずは分娩室を見学させて頂いた。当病院では自分の好きな姿勢で産んでよいというフ

リースタイルを推奨しており、それを絵で表したポスターがあらゆる箇所に貼られていた。

病院では 1 ヶ月に 3~400 人ほどが出産するという。カンボジアには伝統的産婆による伝統

的な出産方法があり、それがとても危険な方法であるため現在は政府により禁止されてい

るのだが、未だに行われているところが残っており、病院側はそれを限りなくゼロに近づ

けることに力を入れているそうだ。他にも、手術室やレントゲン室なども見てまわった。

また、塚田さんらが普及しようとしている 5S 活動についても紹介してもらった。5S とは

整理、整頓、清潔、掃除、しつけのそれぞれの頭文字をとったものである。塚田さんが初

めてコンポンチャム州病院に来た時、棚の中の器具や薬品が散乱していたり引き出しの中

にゴミが入っていたりして非常に驚いたそうだ。病院長がこの 5S 活動に意欲的だったこ

ともあり、塚田さんは当病院の全スタッフに研修を行い、各病棟での 5S 活動の促進を呼

びかけたという。薬の種別のラベル貼りなどが行われ、実際に産婦人科の棟にあるにはカ

ラーリングされてきれいに並べられた薬棚があり、そこで働いている現地の方も使いやす
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くなったとおっしゃっていた。

この病院は国立病院であるため民間の病院よりも治療費が安く、さらには貧困とみなさ

れた人には無料で診察をすることも可能だ。そのため、いつも患者であふれており、患者

の受け入れ施設が不足しているという現状がある。実際、当州病院には約 260 床のベッド

が設けられているが、見学する中で、人が多くて部屋に入りきらずに廊下に出されたベッ

ドで休んでいる患者さんも多く見受けられた。

施設内をひと通り見終わったあと、午後からはカンボジア駐在の青年海外協力隊員ら５

人によるプレゼンテーションが行われた。それぞれ青年海外協力隊になったきっかけや、

与えられた要請に対して実際の現場はどう違ってどんな難しさがあるのかなど赤裸々にお

話してくださった。特に、看護師である今江さんが「カンボジアでは点滴を患者の親戚に

やらせるなど患者さんを汚いものとみなす習慣があり、患者さん中心の医療をすべきなの

にあまり患者さんには優しくない。」と嘆いていたのが印象的だった。日本との考え方のギ

ャップが大きく、困難な問題を抱えつつもなんとか改善しようとする隊員らの姿勢に、私

はとても刺激を受けた。 後に質疑応答をし、行動力を大事にしてほしいというメッセー

ジをいただいてその日の活動が終了した。

文責：三村友里

州病院入口 分娩室 

カラーリングされた薬棚
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Orm Leu 保健センター 
訪問日時：2015 年 9 月 3 日 8:40～9:50 
面談者：Mr.Prok Chanchetha、保健センター長 

Mrs.Chit Som Phea、准助産師 
市原和子、PHJ カンボジア事務所長 

概要：

まずは全員一緒に座って自由に話した。

市原さんが Orm Leu 保健センターのサービス内容を紹介してくださった。サービス内容

は産前産後健診とケア、一般の病気や傷の手当て、予防接種と家族計画などが含まれてい

る。

次に先生から質問をした。この後、学生たちから自分の関心のある事について質問した。

約 50 分間の説明の後、みんな一緒にセンターの内部を見ることにした。市原さんとセンタ

ー長の紹介を聞きながら各室を見学した。

後に、全員で写真を撮って、代表者がセンター長にお土産を渡して、お礼を言うこと

で今回の訪問を終えた。

質疑応答：

(1)「保健センターと病院との違いは何ですか？」

「ベッドがないので、入院することができない。患者さんは自分で病気を判断できない場

合、まず保健センターに来て、病気が重いと判断したら病院へ運ぶ。時々、点滴しながら

病院へ運ぶこともある。」と回答があった。

(2)「スタッフは何人いるのか？」「足りているか？」

「合計 4 人いる。センター長（正看護師）、準助産師と非正規スタッフ 2 名がいる。」 
「足りない。もっと多くのスタッフが欲しい。」

(3)「保健センターがカバーしている人口と村の数は？」

「3 の村の住民で、約 10025 人である。」

(4)「一日に診察に来る人数は？」

「一日に 20 人～30 人ぐらいが来る。」

(5)「どんな病気が一番多い？」

「風邪が一番多い。」

(6)「どうやってセンターへ来る？」

「自転車やバイクで来る人がいる。歩いて来る人もいる。」

考察とコメント：

カンボジアでの保健センターは主に母子保健サービスを提供している。Orm Leu 保健セ
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ンターは一つのモデル保健センターであり、建設してからまだ 1 年間半ぐらいしか経てな

い。わずか 4 人のスタッフがセンターで働いているが、センターのカバー範囲は 13 村約 1
万人なので、スタッフの人数不足が依然として深刻である。

文責：李慧（リケイ）
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Ktouy 村 
訪問日時：2015 年月 9 月 3 日 10：00～11：30 
面談者：

Mrs. Prom Sriv 保健ボランティア（年配の女性）

Mrs. Sang Tonh 保健ボランティア（若い女性）

Mrs. Oeun Sreyleak 産後間もない赤ちゃんの母親

Mrs. Oeun Samorn 少し大きめの赤ちゃんの母親

Mrs. Chear Kim Houy 伝統的産婆

概要：

 まず、村長の家に行って、挨拶した。村長が私たちを連れて、 初の訪問対象者である

保健ボランティアのお宅に行き、話を伺った。同様に、PHJ の市原さんが保健ボランティ

アのことを簡単に紹介した後、先生と学生から質問をした。質問は主に、保健ボランティ

アになった理由と方法に集中した。保健ボランティアの答えから、彼女たちは村の人々を

愛し、彼らが健康的に生活を送ることを望んでいると分かった。彼女たちは村長の指名、

あるいは村民により選ばれたことを知った。

次に、赤ちゃんを持つ母親の家を訪問した。一人は二人の子を持つ 24 歳の母親で、もう

一人は産後間もない赤ちゃんを持つ 18 歳の母親である。彼女達は伝統的産婆を信頼せず、

地域の保健センターを信頼して、利用していることが分かった。

 その後、伝統的産婆の家を訪問した。彼女が産婆になった理由、現在の保健センターに

対して持っている認識について、先生と学生たちは関心を持って尋ねた。

後に、学生たちは産婆さんの家にお邪魔して、家の中を見学し、産婆さんの生活に対

する理解を深めた。

質疑応答：

保健ボランティアさんへの質問：

(1)「どうやって保健ボランティアになったのか？」

「村の選挙で選ばれた。あるいは村長の指名で選ばれた。」

(2)「どうして保健ボランティアになるのか？」

「村の人が好き、村の人に愛されたので、保健ボランティアになった。村の人に健康知識

を教えて、彼らが健康な生活を送ってほしい」

(3)「もともとの職業？」

「農民だ。この時期はとても忙しい」

伝統的産婆さんへの質問：

(4)「どうやって伝統的産婆になったのか？

「小さい頃親戚のおばあさんから学んだ。」
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(5)「伝統的産婆をやめる理由は何？」

「政府の禁止は主な理由ではなく、お金がもらえないのが理由だ。しかも自分からお金を

出さなければならない。」

考察とコメント：

 保健ボランティアの役割は村の人と保健センターをつなぐことである。現在、村民は伝

統的産婆より、保健センターを信頼しており、保健センターの産前産後（特に産前）ケア

を受ける。一方、伝統的産婆による出産介助を禁止する国家の政策と産婆の仕事によって

得られる低い収入の関係によって、伝統的産婆の数が減っている。伝統医療への依存が弱

くなる一方、国や国際協力の力がますます重要になると考えている。

文責：李慧（リケイ）
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PHJ プロジェクト見学振り返り・講義 
日時：2015 年 9 月 4 日（金） 9：00〜10：30 
場所：コンポンチャム、Monorom 2 VIP ホテル 会議室 
面会者：市原和子、ピープルズ・ホープ・ジャパン（PHJ） カンボジア事務所長

内容：

講義では PHJ の市原氏から、まず自身の経歴について紹介があり、次にカンボジアの概

要及び母子保健の現状、支援プロジェクトについて、説明があった。PHJ は、2014 年 10
月（3 年計画）から事業地をコンポントム州からコンポンチャム州に移し、ストゥントロン

保健行政区と 3 つの保健センター（1 万人に 1 施設）に支援を行っている。コンポンチャム

州には保健センターが 142 ヶ所あるが、正助産師が在勤しておらず准助産師のみが配属さ

れているセンターが 22 ヵ所（15％）、さらに助産師が配属されていないセンターも 22 ヵ所

（15％）ある。現在、PHJ が支援しているセンターは、准助産師のみが勤務しているセン

ターである。支援の内容は、①地方行政（保健行政区）の能力強化、②保健人材（助産師）

能力強化、③保健施設の機能強化活動、④地域住民の意識向上活動である。具体的には、

助産師研修を計画し、講義形式と 1 ヶ月に及ぶ病院での実習形式による研修の実施、また

保健ボランティアが妊婦検診や下痢、衛生など 10 本のトピックについて、紙芝居などを用

いて、地域の女性や子どもに保健教育なども行っている。

 講義終了後、質疑応答が行われ、学生と活発な意見交換がなされた。市原氏の回答を要

約すると以下のとおりである。保健センターに助産師がいない場合は、フローティングス

タッフ（助産師の資格は有していないが、保健センターで出産介助を行うスタッフ）が出

産の介助を行い、全くいない場合は取り扱っていない。PHJ が支援している保健センター

は、保健行政区長から特に支援が必要なセンターを指定してもらい決定した。保健センタ

ーは 24 時間体制でなければいけないが、多くのセンターは午前中(7:30~12:00)のみ開所し

ている状況である。しかし、お産は夜に多く、閉所している場合は、よくて助産師の電話

番号の張り紙が張られている。保健行政区から保健センターへは、24 時間体制を維持する

ことや、衛生的な環境を保ち、機材の整備を行うこと、十分なサービスが提供できている

か指導がなされている。また、伝統的産婆自身は出産の介助をすることが政府に禁止され

ていることを知っていて（罰金を払わなくてはいけない）、お産が近い妊婦を保健センター

に連れてくることがある。しかし、実際はルール違反になるが、保健センターの助産師が

忙しい時は、出産を介助している場合がある。 後に、市原氏の経歴と NGO での活動につ

いて質問があり、子どもの頃にカンボジア難民の友人との出会いがあったことや大学時代

に国際協力の仕事を目指そうと思ったこと、母子保健については PHJ に入ってから勉強し

たこと、また経営コンサルタントとしての経験が問題解決のプロセスなどに役立っている

ことなどお話があった。

文責：子浦 恵
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写真

講義の様子 
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1－5 写真 

AAR,WCD 車いす工房にて講義

を受ける学生達

カンボジア日本人材センターに

て日本語学習者に日本を紹介す

る学生達

JICA カンボジア事務所にて事業

説明を受ける学生達
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コンポンチャム州立病院を見

学。病院長と青年海外協力隊

（保健医療分野）、学生達

青年海外協力隊員（コンポンチ

ャム州）の活動報告

伝統的産婆さんから話を聞く

学生達
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2. ベトナムスタディツアー





ベトナム社会主義共和国基礎情報

政体 社会主義共和国

面積 32 万 9,241 平方キロメートル 
人口 約 9,250 万人（2014 年時点、国連人口基金推計） 
首都 ハノイ

民族 キン族（越人）約 86％、他に 53 の少数民族

言語 ベトナム語

宗教 仏教、カトリック、カオダイ教他

主要産業 農林水産業、鉱業、軽工業

GDP（2014 年、IMF） 
一人当たり GDP（同上） 

約 1,878 億米ドル 
2,073 米ドル 

経済成長率 5.98％ （2014 年、越統計総局） 
物価上昇率 4.09％（2014 年、年平均、越統計総局） 
経済概況 1989 年頃よりドイモイの成果が上がり始め、1995 年～1996

年には 9％台の経済成長率を記録。アジア経済危機の影響か

ら一時成長が鈍化したものの、海外直接投資の順調な増加も

受けて、2000 年～2010 年の平均経済成長率は 7.26％と高成

長を達成。2010 年に（低位）中所得国となった。他方、未成

熟な投資環境、国営企業の非効率性、国内地場産業の未発達

等懸念材料も残っている。

略史

年月 略史

紀元前 207 年 南越国の成立

1884 年 ベトナムがフランスの保護国となる

1940 年 9 月 日本軍の北部仏印進駐（1941 年南部仏印進駐） 
1945 年 9 月 2 日 ベトナム共産党ホーチミン主席、「ベトナム民主共和国」独立宣言

1946 年 12 月 インドシナ戦争

1954 年 7 月 ジュネーブ休戦協定、17 度線を暫定軍事境界線として南北分離 
1965 年 2 月 アメリカ軍による北爆開始

1973 年 1 月 パリ和平協定、アメリカ軍の撤退

1976 年 7 月 南北統一、国名をベトナム社会主義共和国に改称

1979 年 2 月 中越戦争

1995 年 7 月 アメリカとの国交正常化、ASEAN 正式加盟

※参考 URL:外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html
(2015/11/19 にアクセス）
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2. ベトナムスタディツアー

2－1 現地調査日程 

月日（曜日） スケジュール

9 月 6 日（日） 成田国際空港発－タンソンニャット国際空港（ホーチミン）着（VN301） 
市内見学

9 月 7 日（月） ベトナム味の素社訪問・学校給食プロジェクト説明

ビエンホア工場、及び、ロンタン工場見学

9 月 8 日（火） ホーチミン医科薬科大学訪問

リン・スン孤児院見学

キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院見学

9 月 9 日（水） カントー市へ移動

タン・ドン幼児学校、及び、タイ・ドー幼児学校見学

9 月 10 日（木） カイ・ラン水上マーケット見学、ライスヌードル工場見学

カントー大学訪問・学生間交流会（英語）の実施

ホーチミン市へ移動

9 月 11 日（金） JICA 南部連絡所（ホーチミン事務所）訪問 
ベトナム日本人材協力センター（VJCC）訪問 
貿易大学生との交流会（日本語）

9 月 12 日（土） グリーン・バンブー・ワーム・シェルター訪問

戦争証跡博物館見学

市内見学

9 月 13 日（日） タンソンニャット国際空港発－成田国際空港着（VN300）
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2－2 参加者名簿 
氏名 学年 学科・専攻

三浦 詩歩 1 年 文教育学部言語文化学科

髙田 実穂 1 年 文教育学部人文科学科

中島 実来 2 年 文教育学部言語文化学科グローバル文化学環

澤木 優子 2 年 文教育学部人間社会科学科グローバル文化学環

金子 乃愛 2 年 理学部生物学科

洪本 加奈 2 年 理学部生物学科

田邉 昌子 2 年 理学部生物学科

古市 彩乃 3 年 文教育学部人間社会科学科

山下 未夏 3 年 文教育学部人文科学科

石田 萌子 4 年 理学部生物学科

青木 健太 特任講師 グローバル協力センター

駒田 千晶 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｱｼｽﾀﾝﾄ グローバル協力センター
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2－3 調査報告書 

枯葉作戦が生んだ悲劇

三浦詩歩 文教育学部言語文化学科 1 年 

1. 調査のテーマ

 私がこのスタディツアーに参加するにあたって、特に関心を持ったことがベトナム戦争

における枯葉作戦であった。枯葉剤が多く散布されたのは今回訪れるベトナム南部であっ

たし、ベトナム戦争から 40 年が経った今、人々にどれほどの影響が残っているのか、どの

ような影響があったのかを知りたいと思った。そこで今回のスタディツアーでの調査テー

マを枯葉剤の人体、及び、環境に対する影響とすることとした。

2. 調査設問

今回の調査では、①枯葉剤が人々にどのような影響をおよぼしたのか、②枯葉剤が環境

にどのような影響を及ぼしたのか、③現在までに枯葉剤の影響があるのか、の 3 点に注目

して考えていきたい。

3. 調査結果

 私がこのテーマで調査をするにあたって、特に関心を持った訪問先がキー・ファン・ト

ゥー・パゴダ孤児院と戦争証跡博物館である。キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院は障

がいを抱える子どもが多くいる孤児院ということだった。中でも水頭症の発症は、アジア

途上国障害情報センターによれば枯葉剤の影響があるとのことだったので機会があれば話

を聞いてみたいと思った。また、戦争証跡博物館はベトナム戦争について詳しくまとめて

あるようなので枯葉剤についても何かわかると考えた。

 調査結果の前に、まず枯葉作戦とは何かについてまとめたい。ベトナム戦争の 中、南

ベトナム解放民族戦線のゲリラ兵たちはベトナムに広がる森を味方に戦っていた。一方の

アメリカ軍はこの森に手を焼いていた。そこで考えられたのが枯葉作戦である。森を枯ら

すことでゲリラ兵たちの隠れる場所をなくそうと考えたほか、森を枯死させる以外にマラ

リアを媒介する蚊などの退治や農耕地の破壊を通じて食料を奪うといった目的もあった。

アメリカ軍は 1960 年代の初めから約 10 年間にわたって枯葉剤を撒き続けた。この結果、

主に散布された南ベトナムの森の 60％以上が枯葉剤に侵された（注 1）だけでなく、そこ

に住む動物、鳥、昔から森と共存してきた村や人々までもが大きな被害を受けた。枯葉剤

に含まれていたダイオキシンは対外に排出されることなく、体内の脂肪に蓄積され、遺伝

子にまで影響を及ぼす有害な毒物であるために、枯葉剤を浴びた人だけでなくその後の世

代にまで被害が続くのである。

簡単にまとめると、以上が枯葉作戦とその影響である。ここからはキー・ファン・トゥ

－74－



ー・パゴダ孤児院と戦争証跡博物館で見たこと、聞いた事、感じたことをまとめていこう

と思う。

（1）キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院

 孤児院で弟子のニアさんから貴重なお話を聞くことができた。ニアさんによると、枯葉

剤に含まれるダイオキシンは残存性が高いので後の世代にまで残ってしまう、水頭症だけ

でなく子どもたち、さらに遺伝子に影響してしまう、枯葉剤の影響が強い地域とパゴダに

いる子どもの状況が似ているので、枯葉剤の影響があるのかもしれないということだった。

枯葉剤との確かな関係性はわからなかったものの、何らかの影響を及ぼしている可能性は

否定できないだろう。

（2）戦争証跡博物館

戦争証跡博物館では枯葉剤の被害を写真でみることができた。

この写真以外にもたくさんの写真と情報が展示され、ベトナム戦争の悲惨さと枯葉作戦の

写真 1.  左の写真は、1981 年に撮影された写真である。 

生後 10 か月のわが子ハァを抱く母、レ・ティ・タイが枯葉剤を浴

びたのは 12 歳のとき。生まれてきたわが子の腕には欠損があるだ

けでなく、肌には塩素痤瘡状の発疹がみられた。 

写真 2.  左の写真は、生後 10 ヶ月のベ

トさんとドクさんである。ベトさんとドク

さんは腹部を結合させたまま生まれた双

子の兄弟であった。 

二重体児だけでなく奇形、流産、死産が枯

葉作戦とともにベトナムで増加した。 

（写真 1.2 は戦争証跡博物館にて展示パネルを撮影したもの。） 
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実態を知り、感じることができた。 
今回訪問したキー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院と戦争証跡博物館では貴重なお話を

聞いたり、資料を目にすることができた。帰国後いくつか書籍を読んでみると、また新し

い情報を得ることができた。アメリカは枯葉作戦を「人畜無害」として実施したようであ

る。もちろんそれは全くの嘘であった。霧のように散布される枯葉剤に暴露した人々は次々

に血を吐いて倒れ、土壌や水に蓄積された枯葉剤のせいで食物は毒に侵され、森は消滅し

た。南部の一部の地域では、高い木はもう生えてこないとまで言われたようである。今回

の訪問でココナッツの木などは高いと思ったが、実際はもっと高く成長するものなのかも

しれない。また訪問しなかった地域やさらに小さな村などには今でも土壌に毒が残ってし

まっているのかもしれない。このような被害をもたらした枯葉剤はベトナムの人々はもち

ろんのこと、アメリカ軍にも影響を与えた。下の表からもわかるように、枯葉剤はベトナ

ムの人々だけでなくアメリカ兵に対してもおおきなダメージを与えていた。ダイオキシン

は遺伝子に悪影響を及ぼすため、ベトナム戦争が終わってからも枯葉剤に苦しめられる人

が大勢いたことがわかる。散布に踏み切ったアメリカ軍はもちろん許されないことをした

わけだが、一方で枯葉剤の被害者でもあったのだ。 
 

表 1ベンチェ省の枯葉剤散布地区で       表 2 ベトナム戦争参加アメリカ兵士の妻を対象とした 

行われた先天異常発生調査結果         先天異常発生調査結果 

先天異常 発 生 率 B／A 

  対 照 群

(A) 

さ ら さ

れ た 群

(B) 

  

不  妊 1.20 % 2.80 % 2.3 倍 

早  産 0.61 % 2.01 % 3.3 倍 

流  産 9.04 % 14.42 % 1.6 倍 

奇 形 児 0.21 % 3.14 % 15.0 倍 

 

 

 

（上記の表はどちらも「枯葉作戦とは何だったのか」から引用） 

 
4. 考察 
 今回の調査はベトナム戦争における枯葉作戦の実態と影響について考えたが、枯葉剤の

中に含まれるダイオキシンによる被害はベトナムに限ったことではない。ダイオキシンは

先 天 異 常 散布前

(A) 

散布後

(B) 

B／A 

流産 ルン

フー村 

5.22 % 12.20 % 2.3 倍 

ルンファ村 4.31 % 11.57 % 2.7 倍 

タンディエ

ン村 

7.18 % 16.05 % 2.2 倍 

奇形児 0.14 % 1.78 % 12.7 倍 

出典：綿貫礼子『自然』（1983.4） 出典：滝沢行雄『トキシコロジーフォーラム』

（1987.10） 
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農薬や除草剤、焼却炉から出る煙などにも含まれているため、他の国でもダイオキシンの

被害は起こり得る（注 2）。しかしながら、ダイオキシン被害がベトナムで拡大したのはや

はり散布の量、及び濃度が原因ではないだろうか。そして人畜無害という誤った情報がア

メリカ兵をダイオキシン被害に巻き込んだ要因である（注 3）。
さらにアメリカは、当初アメリカ軍が散布しているとはわからないような手口での散布

を行っていた。時には南ベトナム政府が独断で行っているようにみせかけていた。このこ

とも被害を拡大させた一因であろう。枯葉作戦は結果的にベトナムの人々とアメリカ兵を

モルモットのように実験台としたうえに、戦後、米国は大した保証も行っていない（注 4）。
戦後何年にもわたって苦しむと分かっていながら行われた非人道的な行いに胸が痛む。さ

らに衝撃的なのは、ベトナムの地に、東洋、そして黄色人種は軽蔑するものとして送り込

まれ、アメリカ兵にとって、ベトナム人に銃を向けることはもはや狩猟と変わらなかった

という点である（注 5）。このような意識も、枯葉作戦を実行する上で、あのように大量の

毒を撒くことを決心させる要因となっていたのだろう。戦争という行為が人の命の価値さ

えも狂わせてしまった結果なのかもしれない。非人道的な行為が二度と繰り返されないよ

う、ベトナム戦争での枯葉作戦を悪例としてほしい。そしてこのような戦争がなくなって

いくのが世界中の理想であろう。

5. 調査に参加した感想

 今回このスタディツアーに参加し、今まで知らなかった世界を知ることができた。スタ

ディツアー中は医療・公衆衛生・環境チームに所属し、今まで自分があまり得意ではなか

ったり苦手だった分野に積極的に取り組むことができたように思う。枯葉剤に興味を持っ

たのも自分が今まであまり関心をもってこなかった部分に目を向けようとベトナム戦争を

考えたときに特に興味があったものである。そういった意味でも新しい自分に出会えたス

タディツアーであった。苦手な英語も先生方や先輩方のフォローで何とか乗り越え、ベト

ナムの方々の温かいおもてなしにも感動した。自分の将来に繋がる良い学びができたと思

う。ベトナムでのこの学びを今後の学習につなげ、さらに学びを深めていきたい。

6. 注

（注 1）大石芳野（1992 年）『あの日、ベトナムに枯葉剤がふった‐戦争の傷あとをみつめ

つづけた真実の記録』くもん出版

（注 2）注 1 に同じ 
（注 3）中村梧郎（1995 年）『戦場の枯葉剤』岩波書店 
（注 4）注 3 に同じ 
（注 5）注 3 に同じ 
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7. 参考文献

大石芳野（1992 年）『あの日、ベトナムに枯葉剤がふった‐戦争の傷あとをみつめつづけた
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ベトナムの経済格差と子どもたちの生活 
髙田実穂 文教育学部人文科学科 1 年 
 
1. 調査のテーマ 
 近年著しい経済成長を遂げるベトナムだが、一方で社会主義国の矛盾ともいうべき貧富

の差が存在している。今回は「貧困」と「子ども」に焦点を絞り、格差の実態と子どもを

めぐる環境について調査する。 

 
2. 調査設問 
 日本のテレビではベトナムの高層ビルや整備された街並みなど、栄えている様子が多く

放送されているが、実際にベトナムの貧富の格差はどれほど存在するのだろうか。中心街

と郊外の街並みや道路環境の違いなどを観察する。またベトナムの子どもたちがどういっ

た環境で生活し、成長していくのか。とりわけ孤児院とシェルターの子どもたちに注目す

る。調査を通して、ベトナムの経済格差が存在する理由について考察していく。 
 
3. 調査結果 
（1）中心街と郊外から見える格差 
 ホーチミンに到着するとすぐ見えてくるのは、ガラス張りの先進的な高層ビルや日系企

業を含む外資系企業の看板、アスファルトでしっかり舗装された道路である。バイクの交

通量が非常に多いという点では日本と違うものの、本当に発展途上の国なのかと思えるほ

ど「先進的な街」というのが第一印象だった。私たちが泊まったホテルのある通りには外

資系の有名ブランド店が立ち並び、まるで銀座のような風景だった。しかし街を少し歩く

と、道端で商品を並べたり、サングラスや財布などを肩に担いで売り歩く露天商の姿が見

られる。道路はアスファルトで舗装されているものの、信号などは少なく横断歩道はバイ

クの間を縫うように通らなければならない。また、夕方から夜にかけて市場が開かれるが、

豊富な品揃えを持つ大型スーパーも存在し、どちらも多くの家族連れで賑わっていた。 

 一方、郊外に出ると街並みは大きく変わる。トタンづくりの家やごみの散らかる道路な

ど、衛生環境が良いとはいえない環境の中で人々が暮らしていた。外資系の大きな店はな

く、ほとんど露天市場である。細い路地などはコンクリートで舗装されているが、所々が

崩れていた。またピーナッツや宝くじを片手に売り歩く人々がいるが、身なりも貧しそう

で苦しい生活を送っている印象を受けた。ホーチミン−カントー間を移動するバスの車中で

は、5～6 歳ほどの幼い子供達が物乞いをする光景を見た。道路を歩いて回り、信号で止ま

るバスやバイクに向かって手を合わせて物乞いをするのである。1 週間の滞在で物乞いの子

どもを見たのはその 1 度きりだが、私にとって衝撃的な印象に残る光景となった。 
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（2）子どもたちの生活

①キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院

ホーチミンの郊外にあるこの孤児院では、水頭

症やダウン症などの障がいを抱えた子どもたちを

含む 195 人が生活している。その孤児の多くは、

人民委員会によって保護された後パゴダに預けら

れるケースと、寺院（パゴダ）の前に捨てられて

保護されるケースがある。政府からの経済的支援

はほとんどなく、主に寺院への寄進や海外からの

寄付金で経営している。施設内はというと、年代

別に分けられた部屋がいくつもあり、一部屋につき 6 人から 10 人ほどの子どもたちと 1 人

のベビーシッターがいる。パゴダ内には子どものために 1 年生から 5 年生までの教室もあ

る、各教室におよそ 30 人が使えるよう机が並べられている。1 年生はクォック・グー（ベ

トナムのアルファベット）の読み書きに始まり、主にリーディングやライティング、そし

写真 1. ホーチミン中心部の街並み 

写真 2. 郊外に出ると、貧しい生活が見えてくる 

写真 3. パゴダ内の教室 
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て、持病に対するリハビリのような運動の仕方も指導するそうだ。子どもたちは成長する

と、料理や縫い仕事、竹かご作りなどで収入を得るようになる。盲目の子どもには、日本

でいう按摩さんのように、マッサージの仕方を教え自立を支援しているという。

②グリーン・バンブー・ワーム・シェルター

 グリーン・バンブー・ワーム・シェルターは、貧困や虐待などの理由でストリートチル

ドレンとなった男の子たちを保護する施設である。ベトナム政府からの資金援助はなく、

併設するレストランや料理のデリバリー、海外からの支援などで成り立っている。17 年前

から施設を始め、現在 12 人の子供達を保護している。子供達はシェルターで暮らす間、学

校にいく機会や職業を得るための支援も受けることができる。成人した子どもがシェルタ

ーに併設するレストランの料理人として働いていたり、実際私たちが伺ったときにはバー

テンダーになるために専門学校へ出かける子供たちの姿が見られた。こうした支援を通し

て、再び子供と家族が一緒に暮らせるようになることを目指しているという。

4. 考察

ベトナムの都市と郊外を歩くと、先進的な部分と発展途上の部分が並立して存在してい

る様子が見て取れた。では、このような経済格差が存在する理由はなんだろうか。主に 2
つの要素が考えられる。

1つめは、地理的条件である。ベトナムは南北に細長く、その地理的環境・気候条件は大

きく異なる。北東・山岳部では平地が少ないため農業・林業などの第一次産業に頼らざる

を得ず、それ以外の産業が発達しにくいのが現状だ。日本総合研究所によれば、国の農村

人口率が68.1%（2012年）であるベトナムの中でも、北部は83.0%（2012）と南部の38.9%
に比べてかなりの差があることがわかる。さらに北部では地理的制約があるため、栽培面

積が0.2ha未満の零細農家がほとんどであり、多様な品種栽培や安定的なコメの確保、機械

の導入も難しい。一方、平地が多く山の少ない南部では比較的大規模な栽培が可能であり、

0.5ha以上の栽培面積をもつ農家が多い。また、南部は1954年〜1975年のいわゆる南ベト

ナム時代に、未熟ながらも欧米的な市場経済・市民社会体制を経験した。このことが、ド

イモイ政策後に、南部が一早く順応し商業都市として栄えた一因でもある。近年都市では

外資系企業の流入が盛んだが、郊外にまで広がらないのには地理的制約と商業・工業がま

だまだ郊外で発達していないことが考えられるのではないか。

2つめは、農民所得の低さである。ベトナムの流通構造は主に集荷業者・仕上げ加工業者・

卸売業者などの多段階構造で、中間摂取が多く農民の所得向上につながっていないのが現

実だ。また肥料など生産コストが高い一方で、販売価格が安いこと、さらに税金の負担も

大きいのに医療や教育面での政府の支援が充実していないことなど、農民をめぐる問題は

山積している。

 また私が実際ベトナムを訪れて気にかかったのが、障がい者に対する自立支援の不足で

ある。ベトナム戦争から 40 年が経った今でも、戦争による負傷者や枯れ葉剤の被害者が存
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在し、深い傷跡を残している。街中でも戦争による影響ではないかと思ってしまうような

障がいを抱えた人が物乞いをする姿が見られ、非常にショックだった。ある研究によると、

障がい者を抱える世帯はほとんどが日雇いや失業者などの不安定層であるため、障がい者

施設に預けることもできず、さらに介護のために収入の道が閉ざされてしまうという負の

スパイラルが存在するという。パゴダのような孤児院に、障がいを抱えた子どもたちが保

護されている背景には、そうした社会問題が存在しているのかもしれない。障がい者でも

幅広い職業に就き安定的収入が得られるように、またそうした障がい者を抱える家族がき

ちんと働くことができるような対策を考えていくべきだろう。

5. 調査に参加した感想

 今回ベトナムを訪れて、今まであまり現実的に想像できなかった発展途上国の実情を実

際に目で見て肌で感じることで、より途上国の問題が身近なものとして考えられるように

なった。日本に比べるとまだまだ課題は多いが、若者も多く、人やバイクの往来が盛んな

活気ある街の風景は印象的で、この活力がこれからどんどん国を発展に導いていくのだろ

う。日系工場見学・孤児院や幼児学校・大学生との交流会など、観光目的ではなかなかで

きないような貴重な経験を得ることができ、私にとって非常に有意義な 7 日間だった。 

6. 参考文献

Vu Thi Ngoc Anh（2004 年）「ベトナムにおける障害児者家族の生活実態に関する調査研究

−−−ホーチミン市及びフエ市の実態調査結果−−−」、『立命館産業社会論集』第 39 巻第 4 号  
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/394pdf/anh.pdf（2015/10/26 アクセス） 
日本総合研究所総合研究部門（2014 年）「ベトナムの農林水産業の現状及び農業政策（コ

メを中心に） 終報告書」

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/pdf/h25asia-viet.pdf
（2015/10/26 アクセス）
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変わりつつある開発援助の姿

中島実来 文教育学部言語文化学科グローバル文化学環 2 年 

1. 調査のテーマ

 今回私が本調査に参加したのは、国際協力学や国際開発論といった講義を受けた際、日

本の ODA がどのように使用されているのか、いわゆる途上国はどのような過程を通して発

展していくのかといった疑問が生まれたため、それらを現地でのフィールドワークを通し

て学びたいという思いを持ったからである。国際協力のためのアプローチ方法や発展の目

指すべき姿である内発的発展について調査する。

2. 調査設問

（1）ベトナム味の素社

 ベトナムには多くの日系企業が進出している。ベトナム味の素社もそのひとつであり、

今ではベトナム人の食生活に根付き欠かせない存在となっている。また、2012 年度から

「食・栄養」分野の課題解決のために小学校の給食プロジェクトに取り組み、ベトナムの

食生活の改善を目標としている。なぜ多くの日系企業が進出し、ベトナムのどこに魅力や

希望を見いだしたのか。会社としてベトナムの貧困をどのように観察し、企業の社会的責

任（CSR）と利益を併存させることについてどう考えているのかについて調査した。 

（2）JICA ベトナム南部連絡所

JICA は日本政府の ODA を実施する機関であり、ベトナムの急成長に大きく関わってい

るといえる。日本のベトナムへの支援のような国際協力の意義や、ベトナムはどのような

課題を抱えているのかといった概要的な疑問だけでなく、それに対する様々なプロジェク

トがどのようなプロセスを経て生まれてくるのか、ベトナムでの理想の発展の姿などの詳

細についても、実際に活動を行っている方に面会できるという貴重な機会を活かして聞き

取りした。

3. 調査結果

（1）ベトナム味の素社

まず、ベトナム味の素社では 1991 年に設立されて以来、ベトナム向けの風味調味料の開

発・生産・販売を現地で行っている。日本本社で培った高い技術力と、現地の嗜好を研究

し尽くした現地適合力でもって売り上げをのばし、ベトナム人の「幸せなおいしさ No.１」

の実現を目標にする。本橋社長は、ベトナムが持つ魅力について、まだ貧困層も多い開発

途上国でありながらオートバイやスマートフォンも普及するアンバランスさの中で、人々

が向上心を持ち家族を大切にする姿勢に大きな発展を期待できるとお話ししてくださった。

そしてその発展を支えていく子どもたちの健康のために 2012 年から教育訓練省、ベトナム
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国立栄養研究所、地域行政と連携し、5 ヶ年計画で「学校給食プロジェクト」を開始してい

る。ベトナムには栄養士がいないために給食の栄養バランスが考えられておらず、限られ

たメニューで子どもが偏食気味だった。そこで味の素社はこれをビジネスチャンスと捉え

た。現在ではメニューを統一化、モデルキッチンを作る、栄養計算ソフトを作るというコ

ンテンツで、ホーチミン市を皮切りに、ダナン市、ハノイ市での取り組みを経て、2016 年

までにベトナム全土においしく栄養バランスのとれた学校給食が普及することを目指して

いる。栄養士を育成し、各都市に合わせたメニューブックを制作し、1000 万円かけてモデ

ルキッチンを作るなど、味の素社はベトナムの食生活の栄養・品質改善において CSR を果

たそうとしている。しかし、これは単なる社会貢献ではなく、給食のメニューにマヨネー

ズなど自社製品を使うことで子どもたちの味覚をつかみ、将来の消費者を獲得するという

企業利益にもつながっている。援助と利益という一見矛盾する２つが両立することで、企

業としての責任を果たしながらも援助も無理なく継続することができる。また、この学校

給食プロジェクトはベトナム人従業員によって提案されたものであることを知り、一方的

な押しつけではない、相手を尊重した援助の形が見受けられた。

（2）JICA ベトナム南部連絡所

日本は多くの途上国に援助を行っているが、なかでもベトナムへの援助額は群を抜く。

日本が国際協力をするのは、世界の相互依存の上になりたつ日本の繁栄のためであり、先

に発展を遂げた先進国の義務を果たすためであり、人道支援のためである。自給率４割、

資源に貧しい日本が食糧・エネルギーともに供給を途上国に依存していることは明白であ

る。また、環境問題の解決に関しては資金や制度、規則が不十分である途上国を導いてい

くのは先進国の義務である。現在ベトナムは急成長の裏で様々な課題を抱えている。

ASEAN 内での関税撤廃に伴う価格競争に勝つためには、産業の高度化と裾野産業の育成が

必要不可欠である。また未だ賄賂なども多い社会では法整備もなされなくてはならないし、

インフラの整備や貧富格差の解消なども重要な課題である。日本の ODA を実施する JICA
は主に大橋（写真 1）や下水道処理施設（写真 2）、道路（写真 3）などのインフラ整備、医

師などの人材育成に力を入れている。

こうした様々なプロジェクトは、表向きはベトナム側からの要請という形をとるが、JICA
が起案し提案したプロジェクトも多いという。日本企業がビジネスチャンスと捉えて売り

込みにくることも、発案までの長いプロセスのなかに存在している。日本の ODA の中には

日本縛りの円借款という仕組みがあり、援助をしながら日本に利益がもたらされるような

仕組みに世界から非難された。しかし世界的に経済不況になった今、援助する側が援助疲

れを起こしてしまう可能性が高くなったこともあり、プロジェクトの実行権をめぐって各

国のせめぎ合いがおきているのが現状である。

また、JICA ベトナム事務所は中小企業の海外展開を進めている。日本の中小企業から案

を募り、JICA がそれを審査して一緒に実行に移していく。その際、相手の国にとって必要
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か、利益が出るのかという二点で審査することで本当に必要な、かつ長続きするプロジェ

クトを JICA が培ってきた現地での信頼の下で軌道にのせることができる。こうして援助を

行う JICA と利潤を追求する民間企業が結びつくという新たなシステムが生まれている。

4. 考察

味の素社、JICA とベトナムに開発援助を行う機関についての調査報告を上に述べたが、

2 つの機関に共通していることを二点発見した。まず一つ目は、どちらもベトナムの意思を

尊重した、内発的発展を目指しているということだ。味の素社の学校プロジェクトは日本

を視察したベトナム人従業員の提案によるものだった。彼らが自分の国のことを考え、よ

りよくしたいという思いに味の素社が応えていて、その積極性がベトナムの急成長を支え

ているのかもしれないと考えた。JICA でも、押し付け支援にならないような工夫を行って

いる。例えば JICA の活動に技術協力事業があるが、これは日本人をベトナムに派遣するだ

けでなく、ベトナム人を日本に送って勉強させることも含まれる。日本から押しつけ援助

をするのではなく彼ら自身が学び、その上で協力して課題解決に向かおうとする姿勢が印

象的だった。また、プロジェクトの実行の際に ODA か民間か自国企業か、どこから資金を

繰り出すかということも考えられるようになってきたというお話もあり、内発的発展が順

調に進んでいる表れであると結論付けられるだろう。

二つ目は援助と利潤という一見相反するものの併存である。味の素は自らの企業として

の社会的責任を果たすために学校給食プロジェクトに非常に力を入れている。しかしその

一方で、社長自らこのプロジェクトがただの社会貢献ではなく、子どもたちの味覚をつか

み未来の消費者を獲得することも目指していると述べている。援助を利益にするなんて、

と非難の声も飛んできそうだが、実際の現実問題として援助を長続きさせるには利潤を求

めざるを得ない。一時的な援助で終わってしまうことは避けられなければならないし、企

業という立場としては利潤を追求することは一つの義務であるからだ。一方 JICA は企業で

はないが、他の民間企業、特に日本の中小企業と結びついている。この場合は JICA が利益

を受けるわけではないが、日本の経済に上向きの影響が及ぶことになる。企業からの案を

その必要性と利益という二項目から査定し、選ばれた案に一億円を上限に協力する。ここ

で利益面も審査するのは、プロジェクトを長続きさせるためである。JICA と組むことで現

地での信頼が得やすく、事業が軌道に乗りやすいことに加え、日本の経済を活性化し、援

助対象国への国際協力も実現できるという新たな姿が確立しつつあることが窺えた。

5. 調査に参加した感想

 この調査に参加したのには、上に述べたテーマにそって調べたいという思いがあったの

はもちろんだが、それ以上に私の中で映像でしかなかった現地に行き、自分の目で現状を

見てみたい、確かめたいという気持ちがあったからである。そしてこのツアーを終え、期

待していた以上のことをこの調査で得られたように自負している。都市の喧噪と華やかさ
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の裏で、カントー市へ向かうバスの中では物乞いの女性と目が合ったり、ほぼ屋外のよう

な家に住む人々を見たりして格差があることを実感せずにはいられなかった。また、障害

を持った孤児院の子、幼児学校に通うことができる子、保護されたストリートチルドレン

と様々な境遇の子どもたちに多く出会い、その度に全く違う感情を抱かされ、考えさせら

れた。農村を訪ねたときには家のドアが開いていて中が見えている家があった。生活感の

伝わってくる様子を記録に残したいと思ったが、中で普段の生活をしている人はどう思う

のだろうと考えたらカメラを向けることができなかった。そうした視察をする側の人間の

姿勢のありようも体感できたように思う。今回得ることができたことを、これからの自分

の研究に活かしていきたい。

写真 1～3 出典：国際協力機構（JICA）関西

国際センター（2013 年）「ベトナムへの日本の

ODA」

http://www.global-kansai.or.jp/bukai/img/

H25.8.20-ajia,toshi.pdf （2015/10/21 アク

セス）

写真 1 カントー大橋 

写真 2 下水道処理施設 

写真 3 サイゴン東西ハイウェイ 
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ベトナムの貧困とニーズを考える

澤木優子 文教育学部人間社会科学科グローバル文化学環 2 年 

1. 調査のテーマ

 近年目覚ましい発展を遂げているベトナムだが、例えば 低賃金（月収）に注目すると

地域によっても異なるが も高い場合でも 310 万ドン（日本円にすると 1 万 7000 円ほど）

である。ベトナムの月額平均生活費が日本円にすると 1 万円から 1 万 5000 円ほどといわれ

ることを考えると、決して高く金額ではない。このようにベトナムではいまだ貧困状態に

ある人々が少なくないと考えられる。今回はスタディツアーで見聞きした情報をもとにベ

トナムの貧困について考え、同時に現地で求められているニーズにはどのようなものがあ

るのかについて考察する。

2. 調査設問

 今回のスタディツアーでは多くの場所を訪れたが、その中でもダウン症や水頭症など障が

いを抱えた子どもが多くいるキー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院と、ストリートチルドレ

ンが入居しているグリーン・バンブー・ワーム・シェルターの訪問の体験をもとにベトナム

の人々が直面している貧困問題について、日本と比較しつつ分析する。またそのような貧困

問題が原因となって引き起こされる別の課題についても考える。また現地のニーズについて

は、訪問した JICA ベトナム南部連絡所で伺った話をもとにしながら自分なりに考察する。 

3. 調査結果

 まずキー・ファン・トゥー・パゴダ孤

児院（写真 1）では、実際に水頭症にか

かっている乳幼児や子ども、目の見えな

い子どもたちと出会った。この孤児院に

いる子どもの約 3 分の 2 は障がいや病気

を抱えている子だという。ここにいる子

どもたちは勉強を教わることができるほ

か、例えば目の見えない子どもたちはマ

ッサージ法を習って仕事をすることがで

きるという。 
 しかし水頭症といって何らかの理由で脳脊髄液という液体が頭の中にたまり頭蓋骨が巨

大化してしまう病にかかった子供たちは、治すことができないため生きられても 14 歳くら

いで亡くなってしまうということだった。日本では、脳脊髄液がたまる原因や発見の時期

によって治療方法や後遺症の有無に差はあるものの、早期発見による外科的な手術で基本

的には治療が可能だと言われている。先天的な水頭症であれば、胎児の時点からエコーで

 

写真 1 キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院の外観
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病気をあらかじめ発見し手術に備えることも可能である。しかしベトナムではそうした手

術を行える医療機関が少ないのはもちろん、手術を受けさせるお金がなかったり、そのお

金を貯めることができた頃には病気が進行し手術するには手遅れになってしまうこともあ

るという。つまり日本では救うことのできる命が、ベトナムでは貧困のために救えないと

いう現実があるということが分かった。

グリーン・バンブー・ワーム・シェルターは 17 年前に作られた男児たちのためのシェル

ターで、その境遇は両親のいないストリートチルドレンであったり、家族がドラッグをや

っているなど家庭環境に恵まれない子どもだったりと様々であった。公式な統計があるわ

けではないが、ホーチミンだけでも 24,000 人のストリートチルドレンがいると言われてお

り、またベトナム政府はあまりストリートチルドレンの存在を認めたがらないためにこう

したシェルターへの国からの援助はほとんどないという。彼らのようなストリートチルド

レンが生まれてしまう原因はいくつかあるものの、やはり も大きな原因は貧困だと言わ

れている。ベトナムはインフォーマルセクターに従事する国民が非常に多いため、収入が

少なかったり安定しない場合が多い。そのため子どもを育てて学校に行かせるためのお金

がなく、子どもをどこかへ出稼ぎに行かせたりすることも少なくない。親を失って住む家

を失ったストリートチルドレンもいるが、両親がいたとしてもこうした貧困を理由に家に

帰れず路上で暮らす子どもたちもいるのである。このシェルターではストリートチルドレ

ンたちに家を提供し学校へ通わせ、さらにレストランを経営して収入源にしており、子ど

もたちはここで調理の手伝いをしてい

る（写真 2）。しかしこのようなシェル

ターにすべてのストリートチルドレン

が入居できるわけではない。路上で暮

らし学校にも十分に通えない子どもた

ちも存在している。このような子ども

たちは勉強ができないため安定した職

業に就けず、貧困の連鎖を生みかねな

い。

JICA ベトナム 南部連絡所では、酒井利文所長から JICA ベトナム南部連絡所の役割や

これまでの取り組み、現在の支援計画などについて伺った。様々なお話を聞くことができ

たが、その中でも援助や支援を考える際に大切にされていることを教わることができた。

まず一つは、援助する側だからといって上から目線には決してなってはいけないというこ

とである。現地の人たちと同じ目線で考えて提案をしたり、向こうからの提案を受け入れ

たりすることが大事だという。二つ目は、いかに限られた予算で効率よく支援をするかと

いうことである。支援や援助のための資金は無限にあるわけではない。今はどのような援

写真 2 グリーン・バンブー・ワーム・シェルター内のキッチン 
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助をしたら一番役に立つのか、何を優先すべきなのかをしっかりと吟味したうえで支援に

取り組まなくては日本にとっても相手国にとってもプラスにならない。そして三つ目はそ

の国に合った援助をするということである。考えれば当たり前のことのようにも思えるが、

例えばベトナムでは小中学校レベルの支援はほとんどないという。その理由はもともとベ

トナムの就学率や識字率が高いからである。そのためベトナムが現在工業化を目指してい

ることも加味して考えれば、工業系の大学への支援を手厚くする方が効果的だと言える。

このように、「発展途上国」としてひとまとまりにくくってしまうのではなく、その国、も

っと言えばその地域の現状を十分に把握してその場所のニーズに本当に応える形の援助を

することが必要なのである。以上三つは、国際支援・援助を考えるうえでも特に大事なの

ではないかと感じた。

4. 考察

 ベトナムではまだまだストリートチルドレンが存在していたり、先進国であれば治せる

病気が治せないために命を落とす子供たちが多いことが分かった。この現実は貧困によっ

て引き起こされている面が非常に大きいと言える。つまり貧困は、保健・衛生や治安、教

育や経済の発展にも大きく関与していると考えられるのではないか。こうした諸問題と貧

困が密接に関係していることを考えると、貧困をなくしていくことで他の多くの課題との

悪循環・負の連鎖を断ち切ることができると考える。

 では、貧困を改善するために何をすればよいのだろうか。先進国である日本が出来るこ

とについて考えてみた。

 まず一つ目は、ボランティアや寄付など何らかの形で現地で行われている援助活動に参

加することである。これは私たち大学生でも行えることである。キー・ファン・トゥー・

パゴダ孤児院やグリーン・バンブー・ワーム・シェルターをはじめ、多くの施設や活動は

ボランティアによって運営され寄付にその財源の多くを頼っていた。ベトナムの現実を知

り、こうした活動に参加するだけでも大きな支援になると思う。

 そして二つ目は、ベトナムのインフォーマルセクターを減らすことである。ベトナムで

は農業従事者が多く、その年の天候などによって収穫が左右され安定した収入を得ること

が難しい。また今回のスタディツアー中、あらゆるところで道端で食べ物や工芸品などを

売る人たちの姿を目にした。彼らもまた安定して多くの収入を得ることは困難である。そ

こで、新たな企業の進出地として注目を集めているベトナムに多くの企業が進出しやすい

ような工夫をして、多くのベトナム人が企業に就職できるように働きかければ、インフォ

ーマルセクターも減るのではないか。工夫の一例として、JICA も支給しているという企業

への援助金をもっともらいやすくするなどが考えられるだろう。インフォーマルセクター

の割合が非常に高いというベトナムならではの問題の解決が、国のさらなる発展につなが

ると私は考える。
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5. 調査に参加した感想

今回の調査は非常に収穫が多かった。私は自分の専攻の関係上、国際関係や、ODA など

の援助活動についての授業も受けていて、ある程度の知識があると思っていたが、実際に

様々な分野に携わる方々のお話を聞いて非常に勉強になったと同時に、自分の知識がまだ

まだ浅いことに気づかされた。また自分が知っていたことも、実際にベトナムの現状を目

にしたことでただの知識ではなく「生きた知識・経験」として自分の中で昇華することが

できた。今回の調査で得たことは、ベトナムのみならず他の国について、さらには日本に

ついて考えるときにもきっと役に立つだろうと思う。様々な人に支えられながら調査を無

事に終えることができたことに感謝しつつ、この経験を無駄にすることのないよう今後も

様々なことについて積極的に勉強していきたい。

6. 参考文献

日本水頭症協会 http://www.suitoushou.net/（2015/9/25 アクセス） 
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ベトナムの富裕層と貧困層の教育の質について

金子乃愛 理学部生物学科 2 年 

1. 調査のテーマ

発展途上国であるが、 識字率が同程度の経済水準の国に比べると著しく高いベトナム。

幼児教育・初等教育の普及率も近隣の東南アジア諸国に比べて高いと言われている（注 1）。
今回はベトナムの「教育」について焦点を当て、調査することにした。ここ近年、ベトナ

ムは急激に経済発展をとげているが貧富の差はますます広がってしまっている。この貧富

の差が教育にどのような影響を与えているのか、ベトナムの「教育の質」についても考察

する。

2. 調査設問

今回の現地調査では、ベトナムの教育制度について調べ現状を知る、ベトナムの幼児教

育について調査する、ベトナムの孤児の教育について調査し教育の質の差を考える、の 3
点を設問として設定して調査に臨んだ。

3. 調査結果

（1）ベトナムの教育制度

ベトナムは発展途上国の中でも識字率が高く、2008 年の 10 歳以上の識字率は 93.1％
（男：95.9％、女：90.5％）であり、就学率が上がっているので現在はこれよりも値は高い

と考えられる。ベトナムの義務教育は日本の小・中学校に相当する９年間が規定されてい

る。詳しく見ると、小学校 5 年・中学校 4 年・高校 3 年・大学 4〜6 年・短大は 3 年制とな

っている。2012 年の初等教育純就学率の値は 98.1％となっており、非常に高くなっている

が、高校、大学まで進学する人は少ない。以下に 2010 年の 終学歴のグラフを示す。 

図 1：ベトナムの最終学歴 2010 年 

出典：独立行政法人日本貿易振興機構

『ベトナムにおける教育産業制度』 
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（2）ベトナムの幼児教育

ベトナムは幼児教育も盛んであり、対象は生後 3 ヶ月〜6 歳までの乳幼児がいる。3 歳未

満は幼児教育施設に通う割合が低いが、3 歳以上からは就学率が高くなり、5 歳児になると

9 割以上が幼児教育施設に就学している。 
今回、私たちはタン・ドン幼児学校とタイ・ドー幼児学校を訪問した。

①タン・ドン幼児学校

タン・ドン幼児学校は私立の幼稚園である。200 人以上の子供と 28 人の職員がいる。良

い小学校に行くために情報を提供している。入学料、授業料は親と先生が相談して、プロ

グラム内容、教材の内容を決めるとのことだった。

アルファベットはベトナム語のコースの他に英語のコース

もあり、プログラム内容で分かれている。そして、アルファベットの勉強の他に、交通ル

ールや交通標識も教えている。料理や音楽、工作、絵のコンテストや、クリスマスイブな

どの季節のイベントもしている。 職員は女性が多く、先生の資格は高校卒業後、2 年間の

養成教育を受けると取得することができる。

②タイ・ドー幼児学校

タイ・ドー幼児学校は国のモデルスクールであり、38 人の先生がいる。全部で 427 人の

子供がおり、3〜5 歳までの子供が 359 人いる。手洗い場には、手の洗い方のポスターがは

られてあり、衛生面の教育もされているようだった。

7:00-8:00 朝食 

8:00-8:40 外遊び 

8:50-9:20 アルファベットのスペル、読み書きの練習

9:20-10:00 ごっこ遊び 

10:00-11:00 昼食 

11:00-14:00 昼寝 

14:00-15:00 シャワー

15:00-16:00 振り返りの時間 

表１ タン・ドン幼児学校のタイムスケジュール 

写真 1：交通標識の表 
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（3）孤児院の教育

孤児院であるリン・スン孤児院とキー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院、ストリートチ

ルドレンを保護しているグリーン・バンブー・ワーム・シェルターを訪問した。

①リン・スン孤児院

リン・スン孤児院は政府が運営している孤児院であり、主に HIV に感染している子を受

け入れている。事務局長のディンさんのお話によると、子どもたちはそれぞれの学校に通

っているとのことだった。子どもたちは 8 歳頃から HIV についての教育を医者や看護師か

ら習う。「二名が大学に進学した」と誇らしげに話している姿が印象的であった。

②キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院

キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院は寺院が運営して

いる私立の孤児院である。新生児〜42 歳までの人がおり、

水頭症や障がいを持っている子も多かった。学校が寺院の

中にあり、貧しくて学校に通えない子も外から学びにくる。

5 クラスに分かれ、年齢別ではなくレベル別である。ボラ

ンティアで先生が読み書きやベトナム語を教えている。図

書室も狭いながらも存在していた。勉強の他に職業訓練も

しており、料理や裁縫、マッサージ、竹籠作りなどの 15
のコースからテクニックを学ぶことができる。

③グリーン・バンブー・ワーム・シェルター

子どもたちはそれぞれ通っている学校は異なり、遠い子もいれば近い子もいるが、学校

6:45-7:15 運動 

7:15-8:00 朝食 

8:00-8:40 学習 

↓ 外遊び 

  ↓ おもちゃ遊び、ごっこ遊び 

10:00-11:00 昼食 

  ↓ お昼寝 

  ↓ 間食 

  ↓ シャワー

-15:00
振り返りの時間、他の

遊び 

表 2：タイ・ドー幼児学校のタイムスケジュール 

写真 2：タイ・ドー幼児学校の中庭 

写真 3：キー・ファン孤児院の教室 
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へ行かない子もいる。上階に小さな教室があり、ボランティアで学生が勉強を教えに来て

いる。 

4. 考察

 お金があれば幼少期から質の良い教育が受けられ、お金がない子は教育の質が劣る印象

を受けた。孤児院などでボランティアで教えにくる先生たちは教員免許を持っていない場

合が多く、地域の学校に比べて教育の質は異なるだろう。しかし、私は孤児の子たちはお

金がないので教育を受けられていないのではないか、と予想していたが、どの施設も教室

を持っていたり、子供がそれぞれの学校に通っていたり、ボランティアの先生が教えに来

たりしていたので驚いた。お金がなくても教養程度の教育を受けることができるのはこの

国のとても良い所だろう。ここにベトナムが教育熱心な国と言われる所以があり、同水準

の経済の国に比べて識字率が高い理由に繋がっていると考えられる。

 幼児教育に関してはさほど問題が無いように見えたが、他の面に関して問題点があるこ

とも確かである。ベトナムはまだ管理栄養士がおらず、医師でさえも栄養のことを理解し

ていない。健康の基準が体重だけを考慮するので、裕福な子は肥満体型の子が多かったの

がとても印象的である。また、現地でお会いした方の話によれば、ベトナムは賄賂が横行

しており、良い学校に入るのも、良い就職に就くのも賄賂や縁故次第であるとのことだっ

た。他にも児童数に対して教室が狭いなど、様々な問題が山積しているので、より良い教

育にしていくためにこれからのベトナムの課題だろう。今も経済成長の 中であり、改善

されつつあるのでこれからのベトナムに期待したい。

5. 調査に参加した感想

 初め、ベトナムは発展途上国であるから貧困の人が多く、大きい建物も少ないだろうと

いう勝手な思い込みがあった。しかし、実際に訪れてみると、近代的な建物もあり、人々

が活気に満ちあふれていて、今までの自分の考えは固定観念であったと感じた。そして、

実際に行ってみないと分からなかったことも多く、経済発展をとげ、近代的な建物がたく

さん建ち、一人一台スマートフォンを持っている発展途上国というのを感じさせないベト

ナムの“光の部分”と、衛生面・教育面・医療面など解決しなければならない部分も多い

ベトナムの“陰の部分”を見ることができた。

 孤児院訪問や戦争証跡博物館はとても考えさせられたと同時に、自分がいかに恵まれた

環境で不自由なく生活できているか、そのことに有難みを感じた。そして、カントー大学

の学生との交流会は私にとって初めての体験だったので、とても有意義であった。今回の

ツアーはとても内容が濃いものであり、参加しなければ分からなかったこと、学べなかっ

たことが沢山あった。現地で感じたこと、思ったことをないがしろにせず、この経験を様々

な面で生かしていきたい。
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6. 注

（注 1）浜野隆（2014 年）『【ベトナム】ベトナムにおける幼児教育の動向』チャイルド・

リサーチ・ネット http://www.blog.crn.or.jp/lab/01/23.html （2015/9/27 アクセス）

7. 参考文献

独立行政法人 日本貿易振興機構（2012 年）『ベトナムにおける教育産業制度調査』

日本外務省ホームページ 「諸外国・地域の学校情報」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC11600.html（2015/9/27 アク

セス）

浜野隆（2014 年）『【ベトナム】ベトナムにおける幼児教育の動向』チャイルド・リサーチ・

ネット http://www.blog.crn.or.jp/lab/01/23.html （2015/9/27 アクセス）
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ベトナムの衛生状態と改善プロジェクトについて

洪本加奈 理学部生物学科 2 年 

1. 調査のテーマ

 ベトナムと言えば、食中毒のイメージが強く、衛生状態や環境について実際に現地に行

き調査したいと考えた。

2. 調査設問

孤児院、幼児学校、シェルターなどの衛生状態はどのような現状なのか。そしてその問

題を解決するために政府や企業によって行われていることはあるのだろうか。

3. 調査結果

様々な場所に訪れる機会があったため、それぞれの場所の衛生状態について目に止まっ

た事を並べてみる。

（1）ベトナム味の素社（ビエンホア工場、ロンタン工場）

ここでは、製品の製造過程において液体だしを使うため、他の工場から液体だしを運ん

でくると衛生面的に問題になりやすいため、同じ工場内でだしを取り、液体だしを作り、

すぐに使用できるようにしていた。そして、生肉を扱う部屋では、他の部屋と入り口を分

け、毎日水洗いすることを徹底していた。

（2）リン・スン孤児院

この孤児院はベトナム政府が運営する主に HIV に感染した子供のための孤児院である。

ここではあまり教室内などは見る事ができなかったが、衛生的に気になる事は多くはなか

ったように感じられる。

（3）キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院

この孤児院はキー・ファン寺院が運営する孤児院である。ここでは身寄りのない孤児や、

水頭症やダウン症などに感染した子供から成人までを預かっている。まず入ってキー・フ

ァン寺院の過度な装飾にとても驚かされた。あらゆるところに金色に光り輝く像などが設

置されていた。どんなにお金がある寺院なのだろうかと考えながら施設まで歩き、中に入

ってみると差に愕然とした。ベッドはあったが数が足りないようで孤児が床に寝ていたり、

廊下にはお世辞にも清潔とは言えないような犬が寝ていたりした。

（4）タン・ドン幼児学校

ここは私立の幼児学校であり、15〜72 ヶ月の子供を預かっている。この幼児学校はとて

もきれいであり、衛生的には問題ないように感じた。

（5）タイ・ドー幼児学校

ここはユニセフの支援を受け作られた国立の幼児学校である。ここもとてもきれいであ

ったように感じた。ここではキッチンも見学させてもらったのだが、一方向に歩くシステ
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ムがとられていて、きちんと管理されていた。手洗いの仕方なども掲示してあり、衛生に

関しての教育もきちんとされているのだと感じた。

（6）水上マーケット

水上マーケットは水上で船の上で食べ物を売っているということで、あまりきれいでは

ないだろうと考えていたが、予想通りひどい衛生状態であった。船によっては食べ物が船

の床に直接置かれているものがあったり、シートの上に置いているにしてもそのシートが

清潔には見えなかった。その売られている野菜は直射日光下に置かれており、さらにベト

ナムの暑い外気に晒され、しなびていた。川でボールを洗っている人も見受けられた。そ

して、川にキャベツの破片などが浮いていた。それはゴミを川に捨てているからなのか、

はたまた川でキャベツを洗っているのか、真実は分からないが、環境に悪い事は間違いな

いであろう。

（7）ライスヌードル工場

ここは一番の衝撃を受けた場所であった。ここではライスヌードルやライスペーパーな

ど、米を原料にして作られる食べ物を作っている工場であるが、衛生状態はひどいもので

あった。まず、この工場には壁などは無く、屋根のみの施設であった。そのため、色々な

虫なども入り放題であった。きちんと手を洗わずに材料をベタベタ触り、作る途中でも汚

い素手で食べ物を触っていた。ここでは私たちのように観光客に体験させてくれるのだが、

この工場に来るまで様々な場所に行き、工場についてからも手を洗っていない私たちにそ

のまま体験をさせていたため、私たち以外に体験した人たちが何を触った手でライスヌー

ドルを作っているか分からないので食べるのが怖いと感じた。そして作っている途中のも

のや、完成したものが無造作に地面に置きっぱなしになっていて、乾いてしまっていたり、

ハエが止まっていたりした。工場に壁が無い自由に行き来できる空間だからか、ペットの

犬が売り物を作っている場所のすぐ近くを歩いており、毛や唾液などが絶対に混入してい

ると思われた。犬の他にもリス、ヤモリ、モルモット、ニワトリなどたくさんの動物が近

くで飼われていた。それらの動物は檻に入れられていたとはいえ、食品をつくる工場の近

くで飼うべきではないと感じた。

（8）グリーン・バンブー・ワーム・シェルター

ここは家庭環境や様々な事情でストリートチルドレンになった男の子を保護する施設で

ある。ここでは施設を卒業した男性が料理を作り、それを食べる事ができる食堂があり、

デリバリーも行っている。料理場は予想よりはきれいであり、ハエなどは一切いなかった。

しかし、調理器具が床に触れていたり、すこし気になる部分はあった。普段男の子達が生

活している場は、狭く、とても暑く、空気もとても悪く、そこに長時間いると体調が悪く

なる人が何人も出るほどであった。寝るための部屋は布団などは無く、床にそのまま寝て

いるようであった。しかし、ストリートチルドレンとして路上で暮らすよりは何倍も衛生

状態は良いのだろうと感じた。
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（9）所感

ベトナム全体を見て、ホテルのトイレはとてもきれいであったが、街のスーパーなどの

トイレは肌に触れるのが恐ろしいほどであった。そして一番気になったのが、川の水の汚

さである。水が完全に茶色でゴミなどが流れているのも見られた。魚などはいるのだろう

か。

4. 考察

ベトナムで色々な施設の衛生状態を見て、食品などを扱う施設の衛生状態が極めて悪い

ことが一番気になった。ベトナムに行った観光客が食あたりで嘔吐、下痢に苦しむのはこ

こに原因はあるのではないかと考えられる。衛生環境の改善は人の健康だけでなく、観光

資源としても貢献する。そして、海域の汚染によって水産資源も減少していることが考え

られる。

このベトナムの衛生状態を改善するために JICA が衛生環境改善計画というものを行っ

ている。これは環境汚染の原因となるトイレの正しい機能と管理を知らしめて人糞を農業

分野に再利用することが目的である。また、JICA は衛生環境の改善だけではなく、感染症

対策に向けた事業も実施している。JICA は感染症に関する中心的検査機関である、国立衛

生疫学研究所を対象に技術協力プロジェクトを行っている。このプロジェクトによって、

世界的に脅威となっている鳥インフルエンザ等の新興感染症への迅速な対応と感染予防に

貢献する事が期待されている。このようなプロジェクトによって、ベトナムの衛生状態が

改善されれば観光客ももっと増え、より良い国になるだろう。

5. 調査に参加した感想

今回のスタディツアーに参加して、本やネットで調べるだけでは分からない現地の状況

を目で見て、肌で感じることができた。衛生状態については食あたりになるというハプニ

ングも起こったが、それによって体感する事ができたように感じる。ベトナムの現状だけ

でなく、日本がベトナムに貢献していることも知る事ができた。

写真 1 メコン川の様子 写真 2、3 ライスヌードル工場の中の様子 
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6. 参考資料

JICA ホームページ「国立衛生疫学研究所能力強化プロジェクト」

http://www.jica.go.jp/vietnam/office/activities/project/04.html （2015/10/29 アクセス） 
NGO テラ・コーポレーション「衛生環境改善プログラム JICA 報告」

http://www.ngoterra.org/seminar_jp.pdf （2015/10/29 アクセス） 
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ベトナムの衛生・環境

田邉昌子 理学部生物学科 2 年 

1. 調査のテーマ

ベトナムは近年急激な経済成長を遂げている開発途上国である。しかし、都市部と地方

では豊かさに格差があり、都市部への知識や技術の集中が進んでいる。例えば、環境省の

調査によると、生活排水や工場排水などの水質汚染により人の健康への影響が懸念される

ほど深刻さを増し社会問題化しつつあることや、石炭や重油などを使用したエネルギー効

率の悪い旧式工場やバイクからの汚染物質の排出による大気汚染などの問題を抱えている

ようだ。今回の調査では、特に衛生面や環境面に重点を置き、技術的に未熟な面が多くあ

るベトナムの実情を知り、それを通じて現地に必要とされる対策や今後に向けた課題を考

えたい。

2. 調査設問

 今回の調査では、ベトナムにおいて工場からの廃水は環境に配慮されているか、また、

市場や食品工場での衛生管理はどのようにされているか、さらには、都市部と地方ではそ

れらの設備に違いがどの程度あるのか、という以上の点から現地の実情を把握し、問題点

を見つけていきたい。

3. 調査結果

ホーチミン市周辺では、ベトナム味の素社の 2 つの工場を見学した。ベトナムでは味の

素が一般的な調味料として広く知られていて、ベトナム味の素社はホーチミン、ハノイ、

ダナンの 3 つの都市で給食事業を始めている。1 つ目は主に調味料を作っているビエンホア

工場を訪問した。ここでは、日本の工場と変わらず、作業員は衛生服に着替え、消毒され

たのちに工場内に入ること

ができた。また、環境面では

99%のリサイクル率を達成

し、副産物で肥料を生産した

りしていた。工場の敷地内に

廃水の透明度をアピールす

るためのモニュメントがあ

り、そこを流れる水はとても

きれいであった。この工場の

水はドンナイ川より集水し、

工場で利用されると、生物学

的手法で不純物を分解した
写真 1 ベトナム味の素ビエンホア工場のモニュメント 
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あとにモニュメントを通って川に返されるとのことだった。また、バイオマスボイラーで

発電をしていて、軽油を使うより容積が 10 分の 1 になるもみ殻ペレット、廃材のウッドチ

ップを利用することで二酸化炭素の排出量を 45%減少していた。 
2 つ目は、工場見学用に設備が準備されているロンタン工場を訪問した。こちらは、工場

排水を活性汚泥で処理し、周辺の工業団地の下水場へ送っていた。高い衛生、品質管理が

行われ、特に生肉を扱う部屋での作業員は他の部屋の作業員とは分かれ、その部屋に入る

ルートも異なっていた。

一方、カントー市周辺では家族経営のライスヌードル工場を見学した。ここでは、工場

が全て屋根で覆われ

ただけの屋外設備で

あり、訪問時には雨が

降っていたため、風で

工場内に雨水が入り

込んでいた。また、ベ

トナムは野犬が多く

いたが、この工場には

生地を作っている過

程で犬が入ってきて

しまっていた。現地の方

は特に気に留めていな

かったが、衛生的に問題を感じた。途中私たちや他の観光客に生地を広げたり、スライス

したりする体験をさせていただいたが、客が洗っていない手で作ったものも売り物と同じ

場所に乾燥のために静置されていた。

カントー市の住宅では、川から水路で水を引き、それを家庭で使用していた。生活排水

の水処理の設備が十分に整っていないと感じた。ホーチミン市では、滞在したホテルや食

事先などにも水道の水があるので、地域によって差があった。

また、ホーチミン市とカントー市に共通してバイクの交通量がとても多く、その排気ガ

スにより、大きな道路を歩いていると空気が悪いように感じた。バイクを運転している人

の中にはマスクをつけたりスカーフで口元を覆っている人がいて、健康への影響が懸念さ

れる。都市部にも環境問題は存在することがわかった。

4. 考察

 日系の企業では、現地の従業員にも衛生管理の方針が徹底され、環境に配慮する設備も

質の高いものとなっていた。これは、豊富な資金力により設備投資がされ、さらには環境

や衛生への高い意識を共有できていることによるものだと考えた。一方、現地の市場や工

場では衛生面への配慮が足りないものが多く見受けられた。これらは、まず衛生管理とい

写真 2 ライスヌードル工場 
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う概念がない可能性が考えられる。また、限られた資金から材料や設備費もまかなうと利

益から外れたところがおろそかになりやすいように感じた。現地に雇用だけでなく衛生や

環境といった生活の向上を供給していくのが課題であり、さらには意識の共有が必要であ

るだろう。

 また、都市部と地方での工場、住宅の設備の衛生面に差があるのは、まず技術が地方に

まで行き渡っていない可能性が考えられる。日系の企業もホーチミン市に多く存在し、カ

ントー市にはそこまで進出していないように感じた。有力な企業が地方にも技術を広め、

衛生や環境への配慮を促していくべきではないかと考えた。さらに、都市部の方が資金が

豊富であり、設備を充実させることができると思った。まず地方の生活用水を都市部の水

準まであげることで衛生管理の向上が望めるのではないかと考えた。そのためには日本を

含めた国々の支援が必要となってくるだろう。

5. 調査に参加した感想

 今回スタディツアーに参加してベトナムに行ってみて、驚くことがたくさんあった。ホ

ーチミン市内のビルの立ち並ぶ様子や現地の人々が集まるところの活気のよさには圧倒さ

れ、店や市場で衛生面をおろそかにしているのを見たときには価値観の差を感じた。また、

衛生問題や格差問題など課題が多く見つかったが、同時に経済成長している 中の国の賑

わいを感じた。ホーチミン市からカントー市へバスで移動している途中、日本の ODA で作

られたカントー大橋という橋を渡った。日本の援助が現地の人の暮らしの一部となれてい

ることがうれしかったが、ほかにも支援する方法があり、自分にも何かできることがない

のかとも思った。短い期間ではあったが、さまざまな訪問、体験があり、たくさんのこと

について学び、考えていたこの経験を今後の活動に生かしていきたいと思った。

6. 参考文献

環境省ホームページ「ベトナムにおける環境汚水の現状と対策、環境対策技術ニーズ」

http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/OsenVT.html （2015/10/25 アクセス） 
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ベトナムにおける英語教育の発展 
古市彩乃 文教育学部人間社会科学科 3 年 
 
1. 調査のテーマ 
 地域開発において教育は重要な役割を果たす。特に、社会経済の発展に伴い国際化が進

む中で“国際共通語”としての英語の習得は一種の社会的ステータスであると言える。 
ベトナムにおいても英語教育への関心の高まり、特に大学生をはじめとした若者の習得

意識の高まりがあると考える。調査を通じて、ベトナムにおける英語教育の実態、その背

景について考察する。 
 
2. 調査設問 
（1）幼児教育から大学教育にかけての段階的な英語教育の実態はどうなっているのか、

早期教育への関心が見込まれるのではないか。同時に、生徒自身の英語習得に対する捉え

方も変化しているのではないか。 
（2）ベトナム社会の発展・成長と伴に、経済等の理由による教育格差が生じているので

はないか。英語習得の機会の有無からこの格差を見ることができるのではないか。 
以上、2 点を調査設問とする。 

 
3. 調査結果 
（1）事前調査 
 2012 年度に国際教育機関 EF エデュケーション・ファーストが行った英語力に関する調

査によると、ベトナムの英語力は 60 か国 28 位に位置する。さらに、この調査は 2007 年か

ら継続して行われており、2007～2013 年の 6 年間の結果を総合した結果、ベトナムは英語

力が も伸びた 5 か国に入るという（注 1）。 

 また、 “National Foreign Language 2020 Project”と称して、国家規模での英語を主と

した外国語教育推進プロジェクトも行われている（注 2）。このプロジェクトは、ベトナム教

育訓練省が主体となり、他の省との連携を取りながら進行している。投資金額は 4.5 億米ド

ルにのぼり、85％が教師の育成に充てられるという。具体的な課題と解決に向けての取り

組みは、表 1 に示す通りである（注 3）。全体を通して、このプロジェクトは外国語教育の早

期段階への拡大、それに伴う教師の育成を重視していると考えられる。 
 以上 2 点から、ここ 5 年にかけて英語力の伸長が見られる中で国家主体の外国語教育に

向けたプロジェクトが進行し、英語教育への関心は高まっている。引き続き、ベトナムに

おける英語教育の発展が見込まれるであろう。同時に、国際進出の機会増加に伴うベトナ

ム社会における英語能力の重要性も大きくなっていくことが考えられる。 
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表 1 NFL 2020 Project における課題と解決策 

Tasks and Solutions 

• Establish a proficiency framework compatible with the CEFR※ 

• Implement compulsory English programs beginning in grade 3 with benchmarks of A1 for primary,

A2 for lower secondary, and B1 for upper secondary, college and university graduates.

• Teach math and science in English in upper secondary schools

• Teach courses in English at selected regional and national universities

• Improve teachers’ performance in language proficiency and methodology

Major Solutions include:

• Develop primary, lower secondary and upper secondary English teachers NFL2020 Project

Description

• Improve foreign language curriculum

• Digitalize textbooks

• Revise policies and incentives

• Partner with international organizations and institutions

• Create supportive language environments

※ CEFR: Common European Framework of Reference for Languages

ヨーロッパ言語共通参照枠。コミュニケーション能力別に言語能力を評価する国際基準規格。

（2）現地調査

①カントー市にあるタン・ドン幼児学校では、カリキュラム外の特別活動としての英語

教育がある。親の承諾のもと追加料金を支払うことによって受けられるプログラムとなっ

ており、外部から講師を招きアルファベットの学習等を行う。午後 3～4時にかけて行われ、

通常カリキュラムであれば午前中のクラスの復習が行われている。一方、同じくカントー

市にあるタイ・ドー幼児学校では英語教育は行われていない。両施設とも市中心部に位置

しており、前者は私立学校、後者は国のモデルスクールとなっている。通学費用が掛かる

ため、裕福な家庭の子供たちが多い。以上から、幼児教育段階においては、一部の先端的

な幼児学校において経済的に余裕のある層の子供たちが特別教育として英語教育を享受し

ていると言える。

高等教育機関としては、ホーチミン市にあるホーチミン医科薬科大学・貿易大学、カン

トー市にあるカントー大学の 3 施設を訪問し、生徒に聞き取りを行った。3 大学に共通して

いたのは、日本の大学で良く行われているような英文法・会話の授業は必修ではなく、多

くの学生が自学で英語学習を進めているという点だ。その中で英語を使った授業が存在す

るため、学生の英語力は一定レベルあると考えられる。特に、ホーチミン医科薬科大学に

おいては医学書が英語またはフランス語である場合が多く、授業もそれらの書物に基づい

て進められる（注 4）（写真 1 参照）。また、貿易大学では日本語専攻の学生と交流した。貿易大学
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では、英語と並んで日本語を外国語として履修出来る。学生達は、日系企業への就職はも

ちろんのこと、日本語学習への興味から日本語を履修していた。実際に、ベトナム味の素

の日本人社員からは、日系企業で働くベトナム人社員の向上心の高さ、加えてマネージャ

ーレベル（30 代の若者が多い）の社員の英語力の高さについて聞いた。日系企業の進出に

伴い、通訳として働くため日本語学習をする者も多いと言う。以上から、高等教育段階に

おいては、学生の自発的な英語学習と語学意識の高さが窺える。

小、中学校、高等学校段階での英語教育の実態を調査することは出来なかったが、貿易

大学学生の証言では、小学 1 年生から英語を学んでいたと聞いた。 

②キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院とリン・スン孤児院の 2 施設を視察した。前者

は国、後者は寺院の経営で、両施設とも保護児童に対し教育の機会を与えている。英語教

育に関して直接的な証言は得られなかったが、前者において教室内の板書から英語教育を

行っていることが窺えた。ボランティアで英語話者がいることが理由だと考えられる。ま

た、ストリートチルドレンを保護するグリーン・バンブー・ワーム・シェルターでは、管

理者が欧米出身ということも関係して、夜間に英語の授業があるという。実際に施設にい

た児童も日常会話程度の英語力を持っていた。ボランティア等で欧米出身の英語話者がい

ることで、経済的に厳しい子供達も英語教育を受ける機会があることが分かる。

また、カントー市のライスヌードル工場を見学した際、工場長の息子の英語が堪能であ

った。高校での学習に加えて、欧米の観光客の対応の中で英語力を身につけたと言う。同

行した学生によると、こういった観光を介した英語学習は日常的にあることだと言う。

以上から、経済的不利はあっても英語教育を受ける機会は無いとは言えない。また、日

常生活の中にも学習の機会は潜在している。

4. 考察

まず、2 つの調査設問に関して述べる。 

写真 1 ホーチミン医科薬科大学図書館における 

英語・フランス語の医学書 
写真 2 キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院 

における板書 
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（1）一部の先端的な幼児学校で特別学習としての英語教育があり、経済的に裕福な家庭が

自主選択的に享受している。早期教育への関心はあると言える。また、高等教育である大

学においては、自主的な英語学習とそれに伴う語学意識の高さがある。国際化に伴う外国

企業の参入が影響している。ただし、幼児教育・高等教育ともにすべての子供たちが享受

している訳ではなく、特定の階層・英語教育を受けることの出来る環境（施設）の 2 条件

が必要だと言える。また、義務教育段階・高等学校での実態は分からなかった。

（2）孤児院やシェルター等、経済・社会的に不利な子供たちにも教育の機会はあり、英語

教育を受ける機会も無いとは言えない。また、観光産業を通した英語学習も日常的にある。

英語習得機会の有無を通した教育格差は見られなかった。

以上 2 点を踏まえて、ベトナムにおける英語教育の実態・背景についてまとめる。 
 ベトナムにおいて、早期教育に始まる英語教育の発展と若者の英語に留まらない語学意

識の高まりがある。また、教育機会の有無は経済格差に捕われず、日常的にも機会がある。

その背景には、社会の発展があり、支援環境の整備や国際化に伴う外国企業の参入と観光

産業の発展が大きな影響力を持っている。

5. 調査に参加した感想

ベトナムに渡航すること自体は 2 度目であったが、その当時（2010 年）と今回でホーチ

ミン市の街の開発風景自体が異なっていることに衝撃を受けた。当時は多くの建物が建設

中または改装中になっていたが、今回訪れた際には、開発中の建物も多いのは確かである

が、新しい高層ビルが数多く存在し郊外への開発も進展していた。さらには地下鉄の整備

も行われており、この 5 年間で街は大きな変化を遂げていた。 
今まで、上記のような社会開発には教育が重要な事項となっており、『教育→社会発展』

という構造だと考えていた。しかし、今回の調査を通して、社会の発展が教育に影響を与

えることもあり、『社会発展→教育』という面が存在することを発見した。これは大きな成

果であり、今後の地域開発への考察において重要な視点になることが期待できるだろう。

6. 注

（注 1） Education First, 2012,「THE WORLD’S TOP 60 COUNTRIES IN ENGLISH 
ACCORDING TO THE EF ENGLISH PROFICIENCY INDEX」 

（注 2） NFL 2020 Forum「National Foreign Language 2020 Project Description」 
（注 3） 注 2 に同じ

（注 4） 現地調査中、ホーチミン医科薬科大学教職員から聴き取った内容。 

7. 参考資料

梅原美希、小泉里夏訳「ベトナムの英語力についての思わぬ結果」、2014 年 01 月 18 日付

『VietnamPlus』紙 http://www.el.tufs.ac.jp/prseas/html/pc/News20140212_175353.html
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（2015/11/16 アクセス） 
NFL 2020 Forum「National Foreign Language 2020 Project Description」
http://nfl2020forum.net/index.php/kunena (2015/11/16 アクセス） 
拝田清(2012 年)「ベトナムの言語教育政策―CEFRの受容と英語教育、そして少数民族語―」

http://www.tufs.ac.jp/common/fs/ilr/EU_kaken/_userdata//haida1.pdf (2015/11/16 アク

セス）

Education First（2012 年）「THE WORLD’S TOP 60 COUNTRIES IN ENGLISH
ACCORDING TO THE EF ENGLISH PROFICIENCY INDEX」

http://www.multivu.com/mnr/62435-ef-education-first-top-english-speaking-countries
(2015/11/16 アクセス)
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ベトナムにおける教育格差

山下未夏 文教育学部人文科学科比較歴史学コース 3 年 

1. 調査のテーマ

私は今、貧困による教育格差の解決を目指す NPO で活動している。その活動を通して、

教育の普及率が高い日本にも経済的な問題によって十分に勉強できず、貧困が連鎖する現

状があることを知った。そこで、日本とは全く異なる環境のベトナムの経済的背景と教育

との関連を、実際に現地を訪問することによって検討する。

2. 調査設問

 ベトナムでは教育格差がどの程度存在するのか、また貧困とは関連しているのかを高度

な教育を提供する大学と、孤児院やストリートチルドレン保護シェルターでの教育・職業

訓練の内容を比較して考察する。

3. 調査結果

（1）ホーチミン医科薬科大学、カントー大学

ホーチミン医科薬科大学では、授業はベトナム語の他にもフランス語や英語で行われる

ものも多く、学生には高いレベルの語学力が必要とされることがわかった。しかし大学受

験科目は数学・生物・科学と英語は含まれず、大学で「英語」という授業も行われていな

いということだった。高校では英語を学ぶ授業があるらしいが、学生はそれだけでは足り

ないと感じて家庭教師をつけるなど、学校外の自主的な学習で英語力を磨いている。

カントー大学は約 62,000 人の学生が在籍するメコン・デルタ地域で 大の大学である。

ボランティア活動やスポーツなどの課外活動も活発に行われており、学生はみな充実した

大学生活を送っているようだった。この大学は 22 の多様な学科を持っており、今回交流し

た学生は IT や旅行産業について学んでいる学生が多かった。学生の話によると、カントー

大学もホーチミン医科薬科大学と同様に、英語を学ぶための語学の授業は行われていない

とのことだったが、ここでも流暢な英語を話す学生がほとんどだった。また、大学への入

学は容易ではなく、高校卒業試験と大学入学試験という 2 つの試験に合格しなければなら

ないという。私が話した男子学生は、受験の際には非常に熱心に勉強したと語ってくれた。

今回訪問した 2 つの大学は、どちらも実用的な英語力が前提とされているように感じた。 
ユネスコの調査によると、2013 年のベトナムの大学進学率は 24.58%となっている。図 1

が示すように、年々大学進学率は上昇しているものの、決して高い割合とは言えない。今

回のスタディツアーで交流したベトナムの大学生はみな優秀で意識の高さがうかがえたが、

彼らはベトナムで一握りのトップレベルの教育を受ける学生だということを念頭に置く必

要がある。
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（2）リン・スン孤児院、キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院

リン・スン孤児院はベトナム政府が運営する主に HIV に感染した子どもを保護する孤児

院である。孤児院内では子どもたちが社会生活に順応できるよう、積極的に院外に出て様々

な活動を行う他、外部から教師が来て勉強を教えることもある。就学年齢になった子ども

たちは外部の学校に通うこともできる。リン・スン孤児院で育った子どもたちが就いた職

業として料理人や小売店の従業員、画家が挙げられたが、今年は 2 人が大学に入学したと

いう。この孤児院では一定レベルの教育が提供されているといえるだろう。

キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院はキー・ファン寺院が運営し、水頭症やダウン症

などの障がいを抱えた乳幼児から成人までを多く保護している施設である。この孤児院で

も、健康な子どもにはベビーシッターが読み書きを教えることに加え、外部の学校にも通

っている。以下の写真は院内の教室の様子である。壁に英語が書かれているが、世界中か

ら様々な国の人がボランティアに来ているので、英語の教育も行われていると思われる。

図 1ベトナムの大学進学率 資料：GLOBAL NOTE 出典：UNESCO 

写真 1 キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院の教室 写真 2 同左 
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（3）グリーン・バンブー・ワーム・シェルター

 グリーン・バンブー・ワーム・シェルターはストリートチルドレンの保護施設であり、

安価な食事を販売して活動の自己資金としている。このシェルターでは、子どもたちに寝

食を提供するだけに留まらず、学校に通うために必要な ID 取得手続きを行い、教育を受け

る機会も提供している。シェルターで暮らす子どもたちは午前・午後・夕方の時間帯に分

かれて学校に通っているが、シェルター内でも英語が教えられているため子どもたちのほ

とんどは英語を話すことができる。さらに企業が寄付したコンピュータールームがあり、

アメリカ人の生徒に使い方を習っているという。子どもたちの中には職業訓練学校に通っ

ている子もおり、バーテンダーになる勉強をしているということだった。シェルターで長

年ボランティアをしているブラッドさんは、ここの子どもたちは先進国で生活する人々に

比べれば持っているものは少ないが、学校に行けて、屋根のある場所で眠れ、三食食事が

食べられるだけでとても幸せだとおっしゃっていた。逆に考えれば、屋外で寝起きし、食

事も満足に食べられず、学校にも行けないストリートチルドレンはもっと過酷な生活を強

いられているということだろう。

4. 考察

 崎川によると、ハノイ市やホーチミン市など都市部の小学校は全日制で、コンピュータ

や英語の授業など日本と比べても遜色ない教育環境である一方で、遠隔地や山岳部の小学

校は午前あるいは午後のみという 2 部制を採っており、コンピュータや英語は教えられて

いないという（崎川、2007）。しかし、都市部のグリーン・バンブー・ワーム・シェルター

の子供たちは 2 部制あるいは 3 部制の学校に通っていたことから、同じ地域でも様々な形

態の学校があると思われる。また、孤児院やシェルターでも熱心な教育が行われていたが、

大学進学よりも初等・中等教育の終了後の就職を第一に考えている印象を受けた。確かに、

大学進学を考えたとき、塾に通ったり家庭教師をつけたりする金銭的余裕と学校外での勉

強時間を確保する時間的余裕が必要となる可能性が高い。そのため、初等・中等教育の時

点で 2 部制・3 部制の学校に通う場合、全日制の学校に通い、放課後も勉強する子供たちと

の差を埋めるのは難しいと予想される。都市部では、高い語学力や専門の資格が得られる

大学に進学した方が所得の高い職に就けることは明らかだが、まだまだ大学進学のハード

ルは高い。以上の事から、ベトナムでは学校に通えない場合から学校に塾・家庭教師を加

えて勉強する場合まで大きな差があるだけでなく、初等教育の時点で学校制度そのものが

多様な形態をとるという複雑な教育格差が存在していると考察できる。そこには経済的な

問題も密接に関わり、貧困の連鎖が起きることは十分にあり得る。

5. 調査に参加した感想

 今回のスタディツアーに参加して、「貧困と教育格差」という自分が日本で取り組んでい

る問題を途上国であるベトナムで考えることができたことは非常によい経験となった。予
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想していたことではあるが、問題は日本よりも深刻で複雑であり、すぐに解決するのは難

しい状況であった。しかし、リン・スン孤児院で大学に進学する人がいたこと、キー・フ

ァン・トゥー・パゴダ孤児院にきれいな教室とたくさんの本があったこと、グリーン・バ

ンブー・ワーム・シェルターの子どもたちがスラスラ英語を話し、明るく楽しそうに生活

していたことなど、いい意味で驚いたこともたくさんあった。そこに至るまでには関係者

の方々の大きな尽力と私が想像もできないほどの苦労があったのだと思う。私も彼らのよ

うに少しでも社会に貢献できるよう、自分にできることを絶えず考えていきたい。

6. 参考文献

川島典子・西尾亜希子編（2012 年）『アジアの中のジェンダー』ミネルヴァ書房 
内田伸子・浜野隆編（2012 年）『世界の子育て格差―子供の貧困は超えられるか』金子書房 
崎川勝志（2007 年）「ベトナム・ハノイ市における学力問題の現状を見る─経済発展がも

たらす学力向上と学力格差の実態─」『BERD』10、pp.36-41、ベネッセ教育総合研究所 
http://www.blog.crn.or.jp/lab/01/23.html（2015/9/19 アクセス） 
http://www.globalnote.jp/post-1465.html（2015/9/19 アクセス） 
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ベトナムへの日系企業進出にみるベトナム経済と日本経済のかかわり

石田萌子 理学部生物学科 4 年 

1. 調査のテーマ

今日では、将来的に人口減が予想される日本社会において、国内市場の縮小化が見込ま

れている。一層の国際協力が不可欠となっており、日本では海外進出する企業が年々増加

している。これまで海外への日系企業進出先としては中国一辺倒であったが、ASEAN 諸国

への新規進出が増加しており、その状況は変わりつつある。 ベトナムは日本企業の海外新

規参入国の第 5 位となっており（2012 年）、近年ますますの進出がみられている。  

企業の海外進出先としてベトナムが選ばれている理由はいくつか挙げられる。まずは高

い経済成長率である。図１のように、ベトナムは高い GDP 成長率を維持している。 

2 つ目は人口構成である。ベトナムは図 2 に示した通り、ベトナムの人口を年齢別に見る

と、労働年齢人口が多くの割合を占めており、ピラミッド型の人口構成により、今後も人

口増加が見込まれる。このような経済成長の推移や人口構成は、高度経済成長期の 1960 年

代の日本と類似しているとも言われる。 豊富な若い労働力はこれからの経済発展を担う大

きな力になるといえる。

次にいえるのは、政治・思想の安定である。ベトナムは社会主義共和制国家であり、ベ

トナム共産党による一党政治が行われている。この政治体制は、自由と平等を基本理念と

したホーチミン思想に基づき 1991 年から続いており、安定している。

さらに、地理的条件のよさも挙げられる。アジア地域の中心に位置しており、今後経済

活動の拠点となることが期待出来る。

またベトナムが親日であることや、日越の国民性が似ているとも言われており、両国の

発展において重要なパートナーであり、その現状を理解することはとても重要だと考えら

図 1 ベトナムの経済成長  

出典：ビナ BIZ（ベトナム情報のポータルサイト） 

http://www.vina-finance.com/basic/p2_01.html 

より転載 

図 2 ベトナムの人口構成 

出典：ビナ BIZ（ベトナム情報のポータルサイト） 

http://www.vina-finance.com/basic/p3_01.html 

より転載 
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れる。このような情勢を踏まえて、実際のベトナムの経済状況の現状を目で見て、現地の

人々の声を聞き、今後について考察することを今回の調査の目的とする。

2. 調査設問

今回の現地調査では、ベトナムでの日系企業の具体的な企業活動について調べ、企業進

出先としてなぜベトナムが選ばれているのかの 2 点を設問として設定して調査に臨んだ。

今回のスタディツアーにおいては様々な場所を訪問したが、中でも本調査目的と関わりの

深かったベトナム味の素社での調査について主に述べる。

3. 調査結果

（1）ベトナムでの日系企業の在りよう

ベトナム南部ドンナイ省にあるベトナム味の素社を訪問し、事業概要だけでなく、給食

事業やそれに付随する食育の活動について詳しくお聞きした他、工場を見学させていただ

きながら、様々な活動について伺った。

（2）ベトナムでの市場開拓

ベトナム味の素社は 1991 年に設立され、日本の技術を生かし、ベトナムの食文化に寄り

添った商品開発を行ってきた。2020 年には、「日本で培った高い技術と、現地の嗜好を知り

尽くした現地適合力で、ベトナムで もおいしい商品をリーズナブルな価格で提供するこ

とにより、ベトナムで も愛され、信頼される総合食品メーカーになる」ことを目標とし、

事業を拡大している。

未開拓市場で商品を売ることの厳しさを痛感する内容であった。日本では味の素ブラン

ドは厚い信頼が寄せられ、誰もが知っている会社であるが、ベトナムでは初歩の段階、製

品の良さを分かってもらうために大変な努力がされていた。ベトナムの小売り業は、道端

や市場の小さな露店で主に行われている。大きなスーパーマーケットや問屋に卸すという

制度がほとんど整っていないのだ。そのため、営業マンが１つ１つの小売店を廻り、直接

その日の分を売る方法がベトナムでの商法として開発された。そして営業マンのノルマは

売った量ではなく売った店の数である。少ないとはいえスーパーマーケット普及しつつあ

り、営利活動を目的とする企業がこのような努力をする利益はあるのかと味の素社の方に

聞いたところ、多くのベトナムの人々、家庭に定着させようとする努力だということだ。

しかし、味の素という製品がある程度定着し、経済力も高まっている時機、時代の流れに

合わせて変えていく必要もあるともおっしゃっていた。

未開拓市場での企業活動の難しさを、思わぬところで感じることもあった。今回のスタ

ディツアー訪問先の一つであったカントー大学における学生交流の中で、味の素に対する

偏見が強いことがわかったのだ。学生の一人は、味の素には体に悪い化学物質が含まれて

いると話していたので、私は味の素が天然のサトウキビやキャッサバからつくられている
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ことを説明した。すると彼は、日本の工場であれば信頼できるがベトナムにおいてそのよ

うなことは信頼できないと主張した。ベトナムの工場見学で、しっかり衛生管理もされて、

消費者にオープンな状態であったことを根気強く説明したが、その思いこみを覆すことは

出来なかった。この経験も踏まえ、まだ商品の普及していない地域において消費者の信頼

を得る難しさを痛感した。 
 
（3）PR 活動 

ベトナム味の素社は、テレビ・コマーシャルと連動させたＰＲ活動を行っている。生産

工程を工場で撮影したものをテレビ・コマーシャルに織り交ぜ、その生産工程を実際の工

場見学において消費者に見てもらうのである。すると消費者は、「あの CM は本当だったん

だ。きちんとした材料で衛生的に作っているんだ。」と思いそれが企業のイメージアップに

つながる。そのような地道で小さな努力はこれからも必要だとも感じた。 
 
（4）School Meal Project 

ベトナム味の素社の行う給食事業について、本橋社長から詳しく説明を頂いた。ベトナ

ムでは地域によっては給食がない地域があったり、提供があっても栄養の知識は不十分で、

成長期のこどもに必要な栄養バランスのとれた給食を作るのが困難であった。また食育に

対する教育機関の興味の薄さもいまだ解消されていない問題である。政府は学校において

は教育のみを目的としており、給食や食育ついては関与していなかった。給食は存在して

いたものの、栄養素ではなく量のみが考慮されていた。この現状を変えたいと言い出した

のが味の素社のベトナム人社員であった。彼らは日本での給食の現状を知っていたのであ

る。 
そこで始まった”school meal project”. ホーチミン市の小学校に調理室のモデルを作った。

ここではホーチミン市の予算 500 万円、味の素社 500 万円と、多額の支援を行っている。

さらに給食のメニューブックの作成を行った。保護者が払うのは１日 28,000 ドン(約 150
円)で、栄養価を考え、ベトナムの食文化に基づいたメニューである。ベトナム国内でも北

部、中部、南部とかなり食文化は異なるため、別々の内容を用意するなど、細部まで配慮

がなされている。また、子供達の好き嫌いをなくすために、カラフルなパネルを使って食

前に 3 分間のレクチャーを行うなどの活動も行っている。ただ、１日 28,000 ドン払うこと

の出来ない家庭があるなど、まだ解決の厳しい問題も残っているそうだ。これらの問題に

ついては、各国の ODA 支援や、ベトナム政府の大きな努力が必要だと考えられる。味の素

社の事業は、ベトナムの発展を根本から支える重要な役割を先駆的に行っていると感じた。 
先駆的であるがためにこの事業を政府や教育機関、国民の理解を得る点で困難も生じる。

給食、食育の重要性について当局に説明し、校長に説明、親に説明し、試食会を開くなど、

一つ一つコンセンサスを取っていく必要があるそうだ。 
これらのように、海外進出は将来性があるとはいえ、導入部分に多大な労力を払う必要
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がある。味の素社が着実に国民の信頼を得ているのには、このような地道なはたらきかけ

があってこそなのだと感じた。

School Meal Project のような献身的な事業は一見営利活動の原理に反しているように思

われるが、企業の社会的責任（CSR）、共有価値の創出（CSV）といわれるように企業の

PR になるだけでなく、未来の消費者を着実に育てることになるのだと感じた。ここに、NGO
や JICA などとは違う持続可能性がうかがえる。 

（5）労働環境

社員の方には女性がとても多く、管理職のうち、5 人中 1 人が女性だと伺った。育児休暇、

出産休暇の制度もしっかりしており、給料も他の食品メーカーよりかなり良いことが分か

った。まだ制度が整っていないベトナムの地元企業が多い中で、ベトナム味の素社は、給

食事業などにおいて CSR , CSV を実現している点や、管理職への女性登用、福利厚生の充

実など、ベトナムのこれからの経済発展における、リーダー、モデルとしての役割を果た

すであろう。

4 考察 
日系企業がベトナムに進出するメリットを事前に調査して現地へ臨んだが、現地での実

際の企業活動を見ると、困難な点は多かった。上記にもあるが、企業が信頼を得るための

多大な努力、新しい地域で企業活動をする際に日本式からベトナム式に変えるなど、日本

での企業活動がそのまま成功するわけではない。

しかしこれから日本の市場が小さくなることを踏まえると、大きな発展が見込まれるベ

トナムで市場開拓することは意義がある。ODA 支援だけに頼るのではなく、相互利益があ

り、持続可能性のある企業の営利活動を介した支援が今後必要とされるであろう。

 ベトナム味の素社が東南アジアの中でもベトナムを選び進出した理由としては前述の事

項が挙げられ、さらにこれから期待されることとしては、早く発展していく国であること

（ドイモイ政策により、市場経済が導入されてからの経済発展が著しい。戦後の日本と比

べてもかなり勢いがあるといえる）や、国民性として、成功を信じて努力するところがあ

る（問題解決のために試行錯誤する）ということ、日本人と共通した点が多く共に働きや

すい（時間に正確、やると決めたら 後までやる、改善点を自ら見つけて変えていく）こ

と、家族を大切にする（教育にも力を入れ、家族のため、国のために自分が貢献しようと

いう情熱がある)ということ、等が挙げられる。 
このように、ベトナムはこれからの発展に大きく期待できる国であり、日系企業進出は、

相互の未来を支える大きな役割を果たすと考えられる。

5. 調査に参加した感想

現地に着いてからは街の活気に驚くばかりであった。高層ビルが立ち並び、高級ホテル
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や高級ブティック、オペラ座などもみられた。多くの外資系企業が大きな看板を連ねるホ

ーチミンの中心市街は、想像していた“途上国ベトナム”とはかけ離れていた。

 今回のスタディツアーでは、現地の状況を実際に見て現地の人々の生の声を聞くことで

文献からは得られない知識を多く得ることができとても有意義であった。自国の発展には

国際協力が不可欠であり、良好な関係を築く重要性を強く感じた。今後も国際情勢に興味

を持ち、素養を深めたいと思う。

6. 参考資料

ビナ BIZ:ベトナム情報のポータルサイト http://www.vina-finance.com/ （2015/9/27 ア

クセス）
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2－4 訪問記録 

ベトナム味の素社訪問

日時：2015 年 9 月 7 日 11：00～13：30 
場所：ドンナイ省ビエンホア工業団地 

面会者：本橋弘治（社長 General Director）、小林正樹（生産部門取締役 Director, 
Production Division）、衣斐達夫（取締役 Director）、山根貴生（生産管理部長） 

内容：

ベトナム味の素社ビエンホア工場を訪問し、ベトナム味の素社の概要と「学校給食プロ

ジェクト」について説明を受けた。

まず会議室において、同社紹介ビデオを見た後、味の素社のベトナム進出と事業展開等

について説明を受けた。味の素社は 1960 年代からベトナムへの輸出を行い、1991 年にベ

トナム味の素社を設立した。当初は問屋が無く現金直売の営業であり、現在でも変わらぬ

独自の営業スタイルで事業拡大を行っている。 近では主要商品「味の素」の販売はもち

ろんのこと、ベトナムの食事情に合わせた調味料の開発に力を入れている。また、企業の

社会的責任（CSR）としての生活・環境の質的向上にも積極的に取り組み、工場経営にお

いてバイオテクノロジーを用いたゼロエミッション政策を行っている。さらに、“Eat Well. 
Live Well”事業と称し、「管理栄養士制度構築プロジェクト」と「学校給食プロジェクト」

の 2 つの栄養改善活動を行っている。 
昼食時には同社社員食堂において、普段従業員達が食べる昼食を頂いた。メニューは、

主菜に野菜炒め、スープ、デザートであった。同社に従事している現役社員との交流では、

現場で働くベトナム人社員・日本人社員の実態やベトナム社会の現状についてリラックス

した雰囲気で意見を伺うことが出来た。

昼食後、再び会議室において前述した「学校給食プロジェクト（SMP: School Meal 
Project）」について説明を受けた。SMP はベトナム味の素のベトナム人社員からの提案と

いう点で特筆に価する。このプロジェクトの目的は、小学校給食の普及と栄養バランス改

善、栄養教育による子供たちの食への意識向上である。「メニューの標準化・キッチンの規

格化・ソフトウェアによるプロジェクト拡大への環境づくり」の 3 つの段階で進行してお

り、現在ホーチミン、ダナン、ハイフォン、ハノイの 4 都市で実施されている。実際のメ

ニューブックと生徒向けの栄養教育教材も拝見した。学生からは、食べ残しへの教育や給

食費など SMP の実態や今後の病院への発展の有無、さらにベトナムでの SMP のビジョン

について質疑があった。

全体を通して、短い時間ではあったが日本企業である味の素社のベトナムにおける取り

組みを分かりやすく説明していただき、学生側も積極的に質問することが出来た。

文責： 古市彩乃

－117－



写真 1 会議室前における歓迎のプラカード 

写真 2 社員食堂での昼食。従業員の方と同じメニューを頂いた。 

－118－



ベトナム味の素社ビエンホア工場

日時：2015 年 9 月 7 日 11:00～14:30 
場所：ドンナイ省ビエンホア工業団地

面会者：本橋弘治社長、小林正樹生産部門取締役、衣斐達夫取締役、山根貴生生産管理部長

内容：

（1）ビエンホア工場概要

ビエンホア工場は、ホーチミン市からほど近いドンナイ省に位置する。1992 年に操業し、

それ以来敷地を広げながら事業を拡大している。現在の工場敷地面積は 14.1 ヘクタール(東
京ドーム約 3 個分)である。 

（2）社員の様子

従業員の数は約 850 人で、女性も多く働いている。管理職のうち、5 人中 1 人が女性だ

と伺った。女性の活躍が際立つ瞬間が何度もあると日本人従業員の方もおっしゃっていた。 
ベトナム味の素社は福利厚生も充実しており、ベトナムの現地企業よりも給与が高いなど、

社員が働きやすい環境が整っている。社員食堂もとても清潔で、色とりどりの昼食が、し

っかりしたボリュームで提供されていた。また社内では英語が公用語であるが、不自由な

く話せる社員は 3 割程度だそうだ。 

（3）製品の製造

ベトナム味の素社は、日本の技術を生かし、ベトナムの食文化に寄り添った商品開発を

行ってきた。これら写真 1 の商品がベトナムで販売されている主な商品であり、世界各地

で販売されている味の素だけでなく、ベトナムの食文化に沿った商品が開発されている。

また缶コーヒーやインスタントコーヒーも販売しているが、それらの味は、地域の嗜好性

に合わせ、変えられている。ベトナムは南北に細長い国であり、北部の人々は濃い味(苦い

味)、南部の人々は甘い味を好むためにそれに沿った商品開発を行っているのである。 

写真 1 ベトナムで販売されている味の素社の商品 

出典：味の素株式会社ホー

ムページ「世界の商品紹介」 

http://www.ajinomoto.com

/jp/products/ より転載 
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 私達は工場内を見学させて頂き、丁寧な説明をいただいた。アジゴンという、豚肉のだ

しを利用した商品には、だしを取る前の状態で、焼いて食べてもおいしい、しっかりした

豚肉が使われているといった説明を受けた。これらの工場見学はベトナムの人々にも積極

的に行っている。

そしてベトナム味の素社の製品製造においても様々な努力がなされている。写真 2 は、

味の素社の工場では工場排水をきれいにして川に戻しているということを PR するビエン

ホア工場内のモニュメントである。このように環境を配慮した製品製造をおこなっている。 
また、味の素社のメインの製品である味の素は、サトウキビやキャッサバイモを原材料

として用いており、それらを周辺地域から仕入れているなど、天然素材を使い、周辺地域

の農業活性化にも良い影響をもたらしている。

このように、ベトナム味の素社は地域の人々に根付いた商品展開と社会貢献で着実に信

頼を得ており、これからも発展を続けていくことが期待される。

文責：石田萌子

写真 2 工場排水を河に戻すプロジェクトの PR

モニュメント
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ベトナム味の素社ロンタン工場

日時：2015 年 9 月 7 日 14：30～15：45 
場所：ドンナイ省ロンタン工業団地

面会者：宇田茂平工場長

内容：

ロンタン工場は 2008 年に風味調味料「Aji-ngon」の生産工場として操業を開始したが、

現在ではメニュー用調味料、複合調味料、粉末飲料など多様な製品を生産している。

ロンタン工場は、ベトナム味の素社の主力商品である「Aji-ngon」の生産工程を中心に見

学した。味の素社はこの風味調味料の安定したおいしさを追及し、2013 年には液体畜肉エ

キスから自社工場で生産するようになった。傷みやすい生肉を扱うため、工場では日本と

同様、徹底した品質管理が行われている。ロンタン工場は工場見学を広報活動の一環とし

て行っており、実際に生産する現場を公開することで、ベトナムでなじみのなかった風味

調味料への消費者の安心感を得ることができるのだという。主な購買層である主婦や料理

人、医者にターゲットを絞った工場見学の PR 効果は高いと考えられる。さらに工場見学後

には商品を使った料理を試食することもでき、見学者は目・耳・舌で味の素の製品を知る

ことができる。

ロンタン工場の従業員はベトナム人約 500 人に対して日本人は 2 人である。ベトナム人

は時間に正確で真面目な人が多く、向上心も強いという。日本人と共通項が多い彼らの性

格のためか、工場内も和気あいあいとした雰囲気であった。宇田工場長のお話によると、

この工場では地元の人の雇用を積極的に行っており、ビエンホア市出身の人が多いそうだ。

給与もベトナムでは高い水準にあり、味の素社は雇用創出という観点から経済面でもベト

ナムに大きく貢献しているといえる。また、ベトナム人従業員の中には女性も多く、全従

業員 500 人中 150 人、マネージャー職では 5 人中 1 人が女性だという。丁寧な作業が求め

られる商品の包装過程では特に女性の割合が高く、女性ならではの長所を生かした社会進

出の状況を見て取ることが出来た。

宇田工場長はロンタン工場の今後の課題として二点挙げた。一点目は工場排水の再利用

である。ビエンホア工場と同様に、排水の純度はベトナムの基準を上回っているが、その

排水を再利用することでさらに環境への負荷を減らすことがこれからの目標となる。二点

目は事業拡大と人材育成のバランスである。当工場では生産量も生産する商品の種類も

年々増加しているが、それに携わるベトナム人スタッフのマネジメント能力の向上は今後

の課題であるというお話であった。

ベトナム味の素社は商品の提供や雇用を通じて、ベトナムの人々の生活に大きな役割を

果たしていた。その経営の基盤には日本・ベトナム両方の意識の高い社員の力があり、「Eat 
well, Live well.」という理念を達成しようという努力が感じられた。 
文責：山下未夏
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写真 1 ロンタン工場について説明してくださる宇田工場長 

写真 2 工場見学中の集合写真 
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ホーチミン医科薬科大学

日時：2015 年 9 月 8 日 8：30〜9：30
場所：District 5, Ho Chi Minh City
面会者：Dr. Tuan Diep Tran PhD 学長、Ms. Bui Vo Anh Hoang、 Mr. Nguten Thanh Huy

内容：

Tuan ホーチミン医科薬科大学学長から歓迎のスピーチをいただいた。Dr. Tuan が日本に

留学していた時のお話を聞いた。Dr. Tuan が日本に留学していた時、ベトナムについて取

り上げたテレビ番組を見る機会があったそうだが、そこに映し出されたものは、確かにベ

トナムの一部を切り取ったものではあるが、本当のベトナムの姿とはかけ離れたものだっ

たそうだ。こうした経験を踏まえて、Dr. Tuan から、ベトナムでのスタディツアー中にベ

トナムの人々や文化に直に触れて、多くを学んでほしいとのお話があった。その後、大学

構内を案内していただき、中庭にある胃の形をした池、学術書を多く所蔵する図書館、歯

学部の実習所などを見学した。

文責：洪本加奈

写真 1 胃の形の池 

写真 2 学術書のたくさんある図書館 

写真 3 歯学部の実習所 
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リン・スン孤児院

日時：2015 年 9 月 8 日 10:30〜12:30
場所：Thu Duc District, Ho Chi Minh City
面会者：Ms. Nguyen Ly Ngot Thu （Director）、Mr. Dinh Van Hao （Head of
Administration）、Ms. Nguyen Thi Le Thuy （Chief of Health）

内容：

リン・スン孤児院は政府が運営している主に HIV に感染している子どもたちを受け入れ

ている孤児院である。1996 年の設立から 2015 年までに 320 人程の孤児を受け入れた。今

現在、20 歳までの 122 人の子どもと、84 人のスタッフがいる。収容人数は 140 人である。

女の子と男の子で建物が分かれており，0 歳から 20 歳までの子供が施設で生活している。

１日 5 回ご飯が出て、そのうち 3 回が主食である。子どもたちは自分たちで学校に通って

いた。施設を出た子供たちは料理人や画家やお店の店員の仕事に就くとのことであった。

一通りの説明のあと、乳幼児の建物と食堂の見学をした。ベッドで寝ている乳幼児たちを

見ることができた。

文責：金子乃愛

写真 1.お昼寝をしている乳幼児たち 

写真 2.中庭の外観 

写真 3.施設の中庭。遊具がおいてあった。 
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キー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院

日時：2015 年 9 月 8 日 14：30～16：00
場所：Go Vap District, Ho Chi Minh City
面会者：Mr. Nghia、Mr. Tran Van Chau（Deputy Head, National Department of
Social Charity Affairs of Vietnam Buddhist Sangha Abbot of Ky Quang ⅡPagoda,
Director, Buddhist social Charity Foundation of Ky QuangⅡPagoda the Center of
Bringing Up and Vocational Training for the Orphaned and Handicapped）

内容： 

1995 年に建てられたこのキー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院の中で 195 人が生活して

いる。年齢は幅広く、新生児から 42 歳までがこの孤児院の中で暮らしている。年齢に従っ

て部屋が分かれていて、寝食を共にしている。70 人の入居者は健常者で、残りの方が障が

いを抱えている。また、ほどんどは親の身元が分からない子どもである。子どもの面倒は

ベビーシッターが見ていて、1～5 年生は孤児院の中にある教室で勉強をすることができる。

教育はベビーシッターが行うほかに、外部から先生を呼んだりしている。17 歳以上は外の

学校で教育を受けている。孤児院内には図書館もあり、日本の漫画もおいてあった。本の

多くはパゴダ信者の方々からの寄付で集まったものだった。ドクターが 1 人、ナースが 2
人いる。火曜日、木曜日、土曜日に開院していて、400～500 人来院することもあるらしい。

治療は無料とのことだった。病院には 28 人のボランティアの方々がいる。孤児院内には職

業訓練のようなコースが 15 あり、様々な技術を習得できる。多くの技術は日本のもので、

日本からインストラクターも来ている。孤児院内での主な仕事は料理やマッサージ、竹籠

づくりなどで、目の見えない子どものためにマッサージ教室なども開かれている。孤児院

周辺のコミュニティの健康面のサポートも行っていて、外部からマッサージをしてもらい

に来る患者さんも多くいる。この孤児院は障がいを抱えた子どもが比較的多くいたが、こ

のような孤児院はホーチミン市に 3 つあるそうだ。弟子のニアさんによると、ここにいる

子どもは人民委員会から引き渡されたケースと玄関や施設周辺に置き去りにされていたケ

ースの両方ということだった。また、子どもたちが抱える障がいについても、ニアさんに

よればベトナム戦争で使用された枯葉剤は残存性が強く後の世代まで残り、また、枯葉剤

が多く散布された地域とパゴタにいる子どもの状況が似ていることもあるため、もしかす

ると枯葉剤が影響しているのかもしれないとのことだった。このキー・ファン・トゥー・

パゴダ孤児院の運営は世界中いろんな国（アメリカ、イギリス、ドイツなど）の民間団体

からの寄付や、食べ物など生活に必要なものの多くがパゴダ信者の方々の寄付でなりたっ

ている。寄付されて余ったものはパゴダからほかのところへの寄付として配っていた。

今回の訪問は障がいを抱える子どもが多くいる孤児院ということだったので、正直気が引

けてしまっていた部分があった。しかしながら、いざ訪問してみると、施設のベビーシッ

ターさんやボランティアの方々の手厚いサポートや充実した設備、子どもたちの元気いっ
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ぱいの姿を目の当たりにして、私自身障がいという点に着目しすぎていたということに気

づいた。 後に作った折り紙を配ったときに見せてくれた笑顔は障がいを感じさせないも

のだったし、ベビーシッターさんやボランティアの方々ももちろん健康面は気を遣うだろ

うがそれ以外に特に障がいというものに重点を置きすぎず接しているように感じられた。

また、孤児院で育ち、そのまま孤児院のサポートに回っている方もいらっしゃるというこ

とだったので、孤児院がまた戻ってきたくなるような空間づくりができているのだと感じ

た。この空間こそキー・ファン・トゥー・パゴダ孤児院が大切にしているものなのではな

いかと思った。

文責：三浦詩歩
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タン・ドン幼児学校 
日時：2015 年 9 月 9 日 12：00〜13：30 
場所：Ninh Kieu District, Can Tho City 
面会者：Ms. Nguyen Thi Hang Dao Director 
        Mr. Tran Quoc Linh Charman of the school Council 
 
内容： 
タン・ドン幼児学校は私立の幼児学校であり、15〜72 ヶ月の子どもを預かる施設である。

障害のある子どもは預かっておらず、200 人以上の子どもを 9 クラス、28 人の先生で教育

している。教育訓練省が管轄しており、高校卒業後、2 年研修を行うと免許が取得できる。

親が授業料を毎月払うシステムで支払う金額によって受けられるプログラムが変化する。7
時から 8 時に朝ご飯を食べ、8 時から 8 時 40 分に屋上の遊具で遊び、それから 9 時 20 分

までアルファベットのスペルなどを学ぶ授業を行う。それから 10 時まで料理人、農家、医

者などのごっこ遊びを行う。それからご飯を食べ、11 時から 14 時昼寝、それから 15 時ま

でシャワー、おやつの時間、それから 16 時まで一日の振り返りを行う。ここでお金を多く

支払っている家庭の子供は英語の授業を受ける。幼児学校では年間でいくつかの行事があ

り、絵や交通標識を覚えるゲームなどのコンテスト等もあるとのことであった。 
 
文責：洪本加奈 

 

 
 
 
 

 
 
写真 1 おやつを食べる子どもたち 

写真 2 室内の遊具 
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タイ・ドー幼児学校 
訪問日時：2015 年 9 月 9 日 15:00~16:30 
場所：Ninh Kieu District, Can Tho City 
面会者：Director アンさん、Vice Director ドン・タンさん 
 
内容： 
カントー市の中央の地区に位置するこの幼児学校は、カントー市全体を対象とし、1983

年にユニセフからの支援によって設立された。54 人スタッフがいて、そのうち 38 人が先生

であり、残りはサポートしている。先生は 3 歳以下のクラスに 16 人、3 歳以上に 22 人い

る。全部で 427 人の子どもが在籍し、そのうち 3 歳から 5 歳までが 359 人いる。10 クラス

に分かれていて、1 つのクラスに 1、2 人の先生がつく。初めに子どもたちの踊りを見て、

その後説明、質疑応答にうつり、 後に施設見学をした。 
 
（1）食事はどのように提供されるのか 
園内にキッチンがあり、6 人の料理人がいる。朝食、昼食、おやつの 3 回食事が提供される。

メニューは月ごとに決まり、第 1 週と第 3 週、第 2 週と第 4 週が同じメニューとなる。朝

食はヌードル、昼食は肉や米、魚など、おやつには幼い子どもにはヌードル、3 歳以上には

米を出す。自分たちのルールで健康によい食事を心がけている。 
（2）タイムスケジュールはどのようか 
6 時 45 分に登園し、7 時 15 分まで運動をする。それから 8 時まで朝食をとる。9 時 10 分

まで勉強や運動をし、9 時 10 分から 10 時 50 分までクラスでごっこ遊びなどを行う。11
時まで昼食をとり、2 時まで昼寝をする。3 時までおやつを食べたり風呂に入ったりし、4
時まではその日の午前中にしたことについての振り返りをする。 
 

3 歳以上の園児が大半を占め、それ未満の年齢の子どもは 68 人しかいない。これは、ベ

トナムの家庭では祖父母が子供の面倒を家で見る傾向があるためと考えられる。また、ベ

トナムでは栄養士という資格がまだなく、独自のルールを作って栄養のバランスを保とう

としていた。 
 
文責：田邉昌子 
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カイ・ラン水上マーケット

日時：2015 年 9 月 10 日  7：00〜8：00
場所：  Cai Rang River /near Cai Rang Bridge, Can Tho, Vietnam

内容：

カイ・ラン水上マーケットは、カントー市内からボートに乗り、メコン川を 20 分程下っ

たところにある。数え切れないほどの船が広く穏やかなメコン川を埋め尽くす光景は、異

国情緒に溢れ非常に印象的だった。

この水上マーケットは午前 3 時から 9 時頃まで開かれ、船が活発に行き交いながら取引

が行われている。その商品は、ココナッツやドラゴンフルーツといった南国ならではの果

物から、野菜や飲み物、日用品まで様々だ。船には大型の卸売船と小型の小売船があり、

農作物を山盛りに積んだ小売船は観光客の乗るボートに近づき、品物を売ろうとしてくる。

彼らの押しの強さは私にとってやや強引にも思えたが、そのやり取りもまたマーケットを

楽しむ醍醐味なのだろう。

また、川岸に建つ高床式の家々や船上で生活する人々など、ベトナムの暮らしを垣間見

ることができた。卸売船の後部は生活の場として利用されており、川の水で洗濯をする女

性の姿も見られる。人々が水上でマーケットを開き、また川岸や船上で生活する様子を見

て、川や船がここに住むベトナムの人々にとって身近な存在であることを感じた。

今回の視察を通して、ベトナムの人々の生活や文化、伝統といったものを実際に目で見

て感じることができた。日本では見られないこの活気に溢れる様子は、私にとって興味深

く心躍るような光景であり、ベトナムの文化を知る上で非常に良い経験になった。

文責：髙田実穂

写真 2.高床式の家。生活の様子がよくわかる。 
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写真 3.メコン川を数百の船が覆う。 
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ライスヌードル工場

日時：2015 年 9 月 10 日 8：30〜9：15
場所：Ninh Kieu District, Can Tho City

内容：

カイ・ラン水上マーケット視察後、カントー市内にあるライスヌードル工場を見学した。

ここでは 12 人の家族が 30 年ほど前から工場を経営しており、スーパーへの販売や観光客

向けの工場見学などを行っている。フォーやライスペーパーなど米製品で有名なベトナム

だが、その製造工程を見るのは初めてで、各工程を手作業と簡単な機械だけで行う様子は

見ていて新鮮だった。液状にした米粉の原料を薄く広げペーパー状にしたり、 後にライ

スペーパーを機械に通してヌードル状にする工程などを特別に体験させていただいたが、

ライスヌードル作りは時間もかかり手の込んだものであることを知ることができた。

見学後は、工場でつくられた商品を試食させていただき、社長さんにはさまざまな質問

に答えていただいた。なかでも、機械や人手は決して多くはない中で、1 日 400 キロものラ

イスヌードルを 1 年を通して生産しているということは驚きだった。敷地内にあるおみや

げコーナーには村のリタイアした人々がつくる竹かご製品もあり、地域と密接に関わり合

いながら生活している様子が伺えた。

また、工場を出た通りにある住宅地を巡り、ベトナムの田舎の様子を見学した。片側に

小川が流れ、小道を挟んでもう一方には家が立ち並んでいる。それぞれの家は用水路を敷

き、川の水を家まで送り込んでいるという。ヤシの木など南国らしい草木が生い茂り、穏

やかな川がそばを流れる光景では、ゆっくりとした時間が感じられた。

文責：高田実穂

写真 1. 1 日半天日干しに。 
写真 2. 最後にこの機械でヌードル状にする。 
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カントー大学

訪問日時：2015 年 9 月 10 日 10:00~13:30
面談者：Dr. Nguyen Huu Hoa, PhD （Senior Lecturer, Vice Dean, College of Information
& Communication Technology）、Dr. Thai Cong Dan（Dean, School of Social Sciences and
Humanities）、カントー大学学部生数十名

内容：

カントー市はベトナム第 4 の都市で、メコンデルタにある。1966 年に創立され、国立総

合大学としてベトナム 14 大学のうちのひとつ。キャンパスは 4 つ、学科は 22 個、生徒数

は 6.2 万人である。ICT カレッジ、情報科、観光科の学生がグループになってそれぞれプレ

ゼンをしていた。ICT カレッジは 1994 年にでき、6 分野 3,000 人が在籍している。情報科

ではボランティアが盛んで、献血もそのひとつである。観光科では、観光客向けにツアー

を企画している。学生のプレゼン後、キャンパスツアーをし、昼食を共にした。

質問では、男女比はどのくらいか、との質問をすると、男女比は半々くらいとのことで

あった。また、何学期制であるかについては、8 月始まりの 3 学期制であるとの回答があっ

た。他にも、水上マーケットが朝早くからやっているのは、昼に畑に行くためであること

や、カントーの高校ではアオザイは月曜の朝に着ていくこと、ランタン作りは伝統として

根付いており、お祝いごとなどに用いられることなどの話があった。

カントー市にはホーチミンに比べてメコンデルタを利用した現地ならではの文化があり、

それによって観光科というのが存在できると考えた。また、情報科が広い敷地を占めてお

り、ベトナムも IT 社会になっていき、その需要が高まっているように感じた。国際交流が

盛んらしく、学生も積極的に話しかけてくれ、友好的であった。

参考文献：カントー大学ホームページ http://www.ctu.edu.vn/en/?mn=1（2015/10/25 アク

セス）

文責：田邉昌子
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JICA ベトナム南部連絡所 
日時：2015 年 9 月 11 日 10：00〜12：00 
場所：JICA ベトナム南部連絡所 
面会者：酒井利文所長

内容：

この度お話してくださった酒井所長は、世界各地での JICA 職員としてご活躍された後、

2 年前に JICA ベトナム南部連絡所の所長に就任された。現在事務所には 5 人のスタッフが

おり、うち 2 名が日本人、3 名がベトナム人という構成である。学生側の自己紹介の後、酒

井所長に JICA の活動について概要、詳細説明を受けた。まず JICA の仕事は「日本の持っ

ている知識や技術、資金を使って途上国の発展に協力すること」であり、日本を含む先進

国は OECD 内部の DAC 基準によって定められた開発途上国に援助を行う。日本が国際協

力を行うのは、日本の繁栄、先進国としての責務、人道支援が主な理由である。日本の自

給率は約 4 割であり、食糧・エネルギーの供給は途上国に依存しているのが現状である。

現代では地球温暖化や大気汚染、砂漠化などの地球規模の問題が山積しており、こうした

問題の解決に向けて世界を率いていくことは先進国の責務である。また、ベトナムのよう

に急成長中の途上国には工場から排出されるガスの有害物質を分解する資金も技術も制度

もない。そうした問題に対して同じように発展と公害を経験してきた先進国が伝えるのも

責務である。

ベトナムの歴史は強国による抑圧の歴史である。1858 年にフランスの植民地となってか

らベトナム戦争まで暇なく動乱が続いた。1975 年にベトナム戦争は北部の勝利に終わり、

政治・経済ともに社会主義国家体制が確立した。そのためにドイモイという新しい市場経

済政策が実施される 1980 年代中頃まで発展のスタートを切ることができず、ソフト面にお

ける遅れが未だ先進国に追いつけない原因となっている。急成長を続けるベトナムは現在、

中国との関係悪化のために日本・アメリカとの関係を重視している。2004 年から 2013 年

の平均 GDP 成長率は 6.4%であり、全国平均一人当たりの GDP は 2004 年の 604 ドルから

2013 年には 1902 ドルまで上昇した。ベトナムと日本の関係について見てみると、日本は

ベトナムにとって 4 番目の貿易相手国であり、 大の ODA 供与国、 大の直接投資国であ

る。在留邦人数は登録していない人も含めると 2 万人とも推測され、日系企業も進出を進

めている。彼らがどのようなところに強みを見いだしたかというと、政治的安定、安価で

若い労働力の豊富さ、良好な日越関係、地理、生産のみならず市場としての将来性、農林

水産業への期待といった点があげられる。しかし、課題も多く存在する。経済の安定はも

ちろん、ベトナムも加盟している ASEAN では 2018 年に関税が撤廃されるため ASEAN 内

の競争に勝たなくてはならない。そのためには産業の高度化と裾野産業の育成が急がれる。

現在のベトナムの部品調達率は約 3 割であり、しかもその半分が日系企業であることを考

慮すると純調達率は 16%ほどになる。同じ東南アジアのタイで 5 割であることと比べると
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非常に低い。現地調達率を高めることができないと部品を海外から輸入しなくてはならな

いためにコストがかかるし、いつまでも自立した産業国になれない。また、官僚のわいろ

や、大学や就職でのコネなどが蔓延している現状から法整備の改善も課題であることがわ

かる。他にもインフラの未整備や貧富格差の拡大、社会サービスの充実、自然災害への対

応といった問題点がある。そうしたベトナムの課題の解決のために JICA が協力している。 
日本の対ベトナム ODA 実施方針は成長と競争力強化、ガバナンス強化、脆弱性への対応

の 3 点である。JICA の支援としてまずは円借款がある。運輸や電力といったインフラ整備

の際に使われ、30〜40 年の長期貸し付けで利率は年 0.5%〜1%と低いソフトローンである。

中にはステップと呼ばれる日本縛りの円借款もあり、日本の高い技術力をもって成し遂げ

られる事業で使用され、事業を発注する会社を日本の会社にすることが求められる。ロー

ンの借り手であるベトナムが発注国を決めるべきだという批判もあったが、国際的に経済

不況が続くなかで各国も自国の利益になるような ODA 支援の仕組みを作り始めていく。イ

ンフラは経済利益を大きく生み出すためこうした形がとられる。インフラ事業に関しては、

工事がしっかり進んでいるのか進捗を確かめるためにコンサルタントに依頼して施行管理

も行う。一方教育や医療といった分野では無償資金協力、または技術協力が行われる。ボ

ランティア事業も多い。今回はホーチミンでの事業についてお話を伺った。南部地域医療

リハビリテーション強化プロジェクト、サイゴン東西&南北ハイウェイ建設事業、下水管理

能力開発プロジェクト、カントー橋建設プロジェクトといった事業について、写真と地図

を交えて説明して頂いた。

また、中小企業の海外展開支援も行っており、ODA を活用して新興国等途上国政府を対

象に日本の中小企業の優れた製品とサービスを使った協力を始動させている。国内の中小

企業から案を募集し、JICA が相手の国にとって必要なものか、会社の利益につながるか、

という 2 項目を審査して 1 億円を上限に共同でプロジェクトを進める。ベトナムで信頼を

得ている JICA と民間企業が共同で行うことで、事業が軌道に乗りやすいというメリットが

生まれるということだった。以前とは異なり、援助と利益が併存する新たな形がうまれて

いる。

酒井所長からの説明は以上で、この後質疑応答に移った。なぜベトナムへの ODA 額が大

きくなるのかという質問に対しては、親日であることと日系企業の進出先として人気だか

らというお返事だった。人件費が安く人材にあふれ、JICA と民間企業が恊働することで事

業が軌道に乗りやすいというのが日系企業からの人気を誇る理由とのことだった。衛生環

境面からは病院における問題点についての質問が出た。支援形態としては、３つの拠点病

院を設立しそこに日本の技術をつぎ込み、そのコアから周辺の病院の人材育成を行い全体

のレベルアップをはかっている。しかし現状は、拠点病院にばかり患者が集まってしまい、

収容人数が 1,600 人の病院で 2,500 人ほどがベッドを分け合っているという。医師も看護

師も足りていないとのことだった。また、様々なプロジェクトはベトナムと JICA、どちら

からの提案なのかという質疑には、原則的にはベトナム側からの要請だが、両者の意見が
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汲み取られるようよく事前に調整するということだった。プロジェクトの起案までにも長

いプロセスがあり、その中に日本側からの売り込みもあるそうだ。ただベトナム側からの

提案も多いことに加え、事業を行う際には日本から押し付けるのではなくベトナム人と協

力して意思を尊重しているという言葉からも、ベトナムの内発的発展を目指し、そして実

際に目標に進みつつあることがうかがえた。大変有意義な会合だった。

文責：中島実来
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ベトナム日本人材協力センターと貿易大学への訪問と学生との交流会

日時：2015 年 9 月 11 日 15：00～16：30 
場所：Binh Thanh District,Ho Chi Minh City 
面会者：若林勇飛 JICA 専門家、ティエン貿易大学講師、貿易大学学生約 10 名 

内容：

ベトナム訪問 6 日目午後は、貿易大学敷地内にあるベトナム日本人材協力センターでお

話を伺ったあと、貿易大学の学生と交流することができた。

ベトナム日本人材協力センターは 2000 年に JICA の技術協力プロジェクトによって無償

支援協力で設立された、JICA と貿易大学との提携機関である。お話をしてくださった若林

さんは専門家として駐在されており、また技術協力プログラムは相手国の自立運営を目指

すためのものであるため、現在センターにいる日本人は若林さん一人のみだそうだ。この

センターが行っている取り組みは、ベトナムと日本との交流支援、ベトナム人へのビジネ

スコースや社員研修講義の開設、そして日本語教育の主に三つである。まず一つ目の二国

間交流支援だが、これは学生に向けたものに限らない。例えば就職フェアを行って、日本

の若手社員の研修を行ったりもするそうだ。二つ目のビジネスコース等の開設はこのセン

ター 大の取り組みである。ベトナム人に向けて様々な知識や技術を社会人として知るべ

きものから専門的なものまで教えて、ビジネス人材の育成に努めている。日本が支援を約

束しているベトナムの2020年までの工業化を達成するためのものとしての意味合いも強い。

そして三つ目の日本語教育だが、これもベトナム人向けである。このセンターは貿易大学

の敷地内にあるが、日本語教育は貿易大学向けの授業というわけではなく、中級者向けの

講座ということもあり受講者は社会人の割合が高いという。

一通りベトナム日本人材協力センターのお話を聞いた後は、貿易大学の概要を少し説明

してもらったのち学生との交流となった。まず貿易大学についてであるが、ベトナムにあ

る文系の大学としては一位で、日本の大学でいえば一橋大学に近いそうだ。日本語を第一

外国語として履修でき、英語能力も高い学生が多いという。学生の 7 割から 8 割程度は女

子である。概要を聞いた後は、お茶大は大学と大学以外の生活について、貿易大はベトナ

ムの食べ物について、それぞれ日本語で簡単なプレゼンテーションを行い、そのあと一対

一で聞きたいことについて自由に話をした。私はペアになったトゥイさんと、お互いの趣

味やクラブ活動について話をした。その後貿易大学の学生からさらにベトナム全体につい

てのプレゼンテーションをしてもらい、ベトナムへの理解を深めることができた。 後に

学生と日本語コースマネージャーのティエン先生に大学を案内してもらい、この日の交流

は終了となった。キャンパス案内の途中に貿易大学の新入生向けのクラブ活動のオリエン

テーションをのぞかせてもらったが、浴衣を着た学生が日本に関するクラブの紹介をする

様子を見ることができて、二国間の交流の様子に少しうれしくなった。

短い時間ではあったが、実際にベトナムの大学生と交流することができたのは自分にと
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ってよい刺激になった。JICA の取り組みや大学生の活動を通して日本とベトナムの友好的

な関係が続くよう、自分でも行動してみたいと感じた一日だった。

文責：澤木優子
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グリーン・バンブー・ワーム・シェルター

日時：2015 年 9 月 12 日 10：00〜12：30 
場所：District 1, Ho Chi Minh City 
面会者：Ms. Phat Director、Mr. Brad 

内容：

グリーン・バンブー・ワーム・シェルターは 17 年前に始まった様々な家庭環境の男の子

のためのシェルターである。中には親がコカインなどの麻薬中毒でそこから逃げるように

してストリートチルドレンになった子どもなども含まれる。施設内にキッチンと食堂があ

り、施設内で食べられる他、デリバリーも行っており、99％はデリバリーである。1 食 15
セントの利益しかでない。施設の子どもは朝、午後、夜など様々な時間に学校にも通って

おり、施設内でも授業を受ける事ができる。施設内の食堂で働く他、他のレストランで働

く子もいる。全員学校には通っており、昼ご飯は施設に戻ってご飯を食べる。会社からの

寄付などで成り立っており、たまに政府からも寄付がある。女の子は写真を載せたりする

だけで寄付が集まりやすいが、男の子はどうしても寄付が集まりにくいため、このような

男の子のみの施設は重要であると Mr. Brad はおっしゃっていた。 

文責：洪本加奈

写真 1 シェルターの少年と仲良く話す。 

写真 2 シェルターのレストランで提供されているラン

チを頂いた。スープもついて、50,000VND。
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戦争証跡博物館

日時：2015 年 9 月 12 日 13:00〜15:00 
場所：28 Vo Van Tan, District 3, Ho Chi Minh City 

内容：

ホーチミン医科薬科大学の学生がガイドについてくれ，博物館内を見学した。この博物

館はベトナム戦争の資料を展示している。入場料は 1 万 5000 ドンである。門を入るとすぐ

に戦車や戦闘機が無造作におかれていた。展示室に入ると戦争の原因や経緯，化学兵器な

どの説明とともに写真が多数展示されていた。逃げ惑うベトナム人の写真や銃口を突きつ

けられ怯えている写真，死体を運ぶ米兵の写真など目を覆いたくなるものばかりであった。

主に枯れ葉剤の化学兵器の影響を伝える展示室では，同じ人間とは思えないような奇形で

生まれてきてしまった人々の写真や，胎児のホルマリン漬けの展示は心に突き刺さり，考

えさせられた。また，屋外には反政府運動をした人々の刑務所や拷問の様子を記した展示

物があった。

文責：金子乃愛

門を入ったところから見た博物館の外観。 

3 階あるなかの 1 階に展示されていた

日本人のベトナム戦争反対の展示。 

入口を入るとすぐにある本物の戦闘機の展示。 
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2－5 写真 

ベトナム味の素株式会社にて。

「味の素®」の主な原材料である

さとうきびが植えられていた（写

真左）。

ホーチミン医科薬科大学にて。ホ

ーチミン市にある医歯薬系専門

大学。

リン・スン孤児院にて。

キー・ファン・トゥー・パゴダ孤

児院事務所兼、倉庫にて。Nghia
僧侶よりお話を伺う。倉庫には寄

進された食料や物資が保管され

ている。集まった物資は、孤児院

のみならず、地域の貧しい家庭に

配布されるとのことだった。

－139－



タン・ドン幼児学校にて。園児に

よる歓迎のダンス。

タイ・ドー幼児学校にて。園児に

よる歓迎のダンスと園児の手作

りのお土産を頂いた後、園につい

てお話を伺う。

カントー大学のみなさんと。

グリーン・バンブー・ワーム・シ

ェルターにて。
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Ⅲ. 事後学習成果（徽音祭発表） 





日時：2015 年 11 月 7 日（土）14：10 ～ 15：10 
場所：大学本館 137 室 

発表グループ

カンボジア B 班：三村、松島、篠崎、佐々木

ベトナム（教育・福祉）班：金子、古市、山下

ベトナム（医療・公衆衛生・環境）班：三浦、洪本、田邉

カンボジア B 班
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ベトナム（教育・福祉）班 
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ベトナム（医療・公衆衛生・環境）班 
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日時：2015 年 11 月 8 日（日）14：10 ～ 15：10 
場所：大学本館 137 室 
 
発表グループ 
カンボジア A 班：鴨井、宮川、木村、本橋、吉村、李 
ベトナム（貧困・経済格差）班：髙田、中島、澤木、石田 
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カンボジア A 班
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ベトナム（貧困・経済格差）班
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Ⅳ. 資料 





1. 募集概要 

（お茶の水女子大学シラバスより抜粋） 
科目名 国際共生社会論実習 

国際共生社会論フィールド実習 
グローバル文化学実習 

科目区分・科目種 全学共通科目 
クラス 全学科 
担当教員・所属 北林 春美  

青木 健太  
単位数 2 単位 
主担当学科 グローバル協力センター 
履修年次 １～４年 

博士前期課程 
受講条件 海外調査を実施するため、受講者の数を制限します。 

履修希望者向けの説明会（5 月）の後、受講希望者には履修申

請書を提出していただき、書類審査で受講者を決定します。 
受講者は事前説明会、事前学習、安全講習、事後学習、報告会

への参加が必須です。受講者には全員単位を取得して頂きま

す。海外調査のみの参加は認められません。 
授業の形態 講義、実習・実技 
教科書・参考文献 参考文献、資料は事前学習の際に指示します。 
評価方法・評価割合 小論文（レポート）＝調査報告書 60%, 授業への参加態度＝

事前学習、現地調査、事後発表への貢献 40％ 
主題と目標 本コースは、専攻・学年を問わず開発途上国の社会・経済・政

治にかかわる問題や国際協力に関心を有する学生（学部・大学

院博士前期課程）が、途上国における研究・実践の実績を有す

る教員の指導の下で事前学習と現地調査（約 1 週間）を実施し、

都市と農村の貧困、ジェンダー、教育、健康等に関する主題に

ついて 講義・文献だけでは得ることのできない知識や共感を

得ることを目的として実施する。 
具体的には、本実習への参加を通じて、 
1）訪問国の一般的な政治・社会・経済の現状を理解する。 
2）各人が選択した特定の課題（教育、保健、ジェンダー、生

計向上など）について、観察と文献調査によって得られた情報

を批判的に分析し、報告書としてまとめる。 
3）現地調査の結果・考察をグループで簡潔にまとめて発表す
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る。 
現地調査は、現地の大学、国連機関、政府援助機関や NGO の

他、保健施設、学校、住民組織等への訪問、見学、講義と聞き

取り調査や住民や若者との意見交換等からなる。また、調査計

画・報告のとりまとめにおいては、参加学生が協力して調査計

画や結果プレゼンテーションを取りまとめ、学部・学年横断的

に共同作業を行う。 
現地調査での体験や学びは、各自の関心に応じたさらなる学

習・研究や国際協力の実践活動（インターンシップ、ボランテ

ィア）、さらには国際協力に関わるキャリア形成のきっかけと

なることが期待される。 
授業計画 科目説明会 5 月上旬  

受講申請書の受付・選考 （5 月中旬～下旬）  
事前説明会・事前学習会 （6 月～7 月）6 回程度  
安全講習（8 月） 
フィールド調査 （8 月末から 9 月中旬までの 8 日間程度）  
レポート提出 （9 月下旬、帰国後 2 週間以内）  
報告会（10 月）および徽音祭でのパネル展示" 

 
2. 全体スケジュール 

出発前 
履修説明会 5 月 12 日（火）12：30～13：10 学生センター棟 4Ｆ第五会議室 

5 月 14 日（木）12：30～13：10 学生センター棟 4Ｆ第五会議室 
履修者募集 5 月 12 日（火）～ 5 月 22 日（金）17：00〆切 
選考結果の通知 5 月 30 日（金） 
履修者説明会（合同） 6 月 3 日（水）12：20～13：10 学生センター棟 4Ｆ第五会議室 

※諸手続きに関する説明 
履修者説明会（合同） 6 月 4 日（木）12：20～13：10 学生センター棟 4Ｆ第五会議室 

※健康管理、予防接種について、保健管理センター本田先生による説

明。引率教員による説明 
事前学習 6 月 4 日（木）の説明会実施後、合同での公開講演会の受講、訪問国

別に 5 回の事前勉強会を通じ訪問国の社会経済や関心分野について

学習した。 
・学内公開講座 7 月 11 日 
・カンボジアスタディツアー 
 6 月 25 日 PHJ 公開講演会 
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 7 月 2 日 各自研究テーマ発表 
 7 月 9 日 各自研究テーマ発表 
 7 月 16 日 AAR 公開講演会 
 8 月 27 日 安全講習会 
・ベトナムスタディツアー 

6 月 18 日 ベトナム人留学生による講演・交流会 
 7 月 3 日 ベトナム人研究者による講義 
 7 月 17 日 各自研究テーマ発表 
 7 月 24 日 各自研究テーマ発表 
 8 月 27 日 安全講習会 

現地調査 
カンボジアスタディツアー 8 月 30 日（日）～9 月 6 日（日） 
ベトナムスタディツアー 9 月 6 日（日）～9 月 13 日（日） 
帰国後 
調査報告書提出 9 月 27 日（日）PLONE 提出〆切 
調査報告会（合同） 10 月 30 日（金）9：00～10：30 大学本館 128 室 
ゼミ発表 11 月 7 日（土）～8 日（日） 徽音祭（本学学園祭） 

14：10～15：10、大学本館 137 室 
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