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まずは安全を確保する
2
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Subject: ひったくりによる被害が増加しています
Date: Thu, 19 Oct 2017 19:00:00 +0900
From: 在カンボジア日本国大使館 <kh@mailmz.emb-japan.go.jp>
To: miyatah@isc.niigata-u.ac.jp
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アジア地域では、窃盗、強盗、詐欺の全てに注意が

必要ですが、特に多発しているのが詐欺被害です。
世界全体の日本人詐欺被害の77％がアジア地域で
発生しています。特に複数犯による「いかさま賭博詐
欺」や「宝石のキャッチセールス」はアジア地域特有の
犯罪と言えるでしょう。「複数の人間がゆっくりと時間
をかけて、観光客を罠にはめる」というのがアジア的
犯罪の特徴です。

残念なことに、海外の犯罪者には「日本人は、金持ちでだましやすい。」
と思われているようです。
旅先で出会った人から飲み物などを勧められたら要注意です。また、飲

み物だけではなく、クッキーやチョコレート、飴、くだもの等の食物に仕込ま
れたり、タクシーのクーラーの吹き出し口に仕掛けられた睡眠薬の犠牲に
なった旅行者も大勢いますのでご用心ください。
「あなたを狙う犯罪者は、必死になって親切で優しい親日家を演じてい
る」ということをお忘れなく。

全ての犯罪を通じて若年者の被害

件数は多いのですが、他の年代と比
べ、特に割合が高いのは、詐欺被害
（35％）。「いかさま賭博詐欺」や「宝石

詐欺」、「睡眠薬強盗」などのいわば定
型パターンで多くの若年旅行者が損
害を被っています。

海外邦人事件簿
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タイ王宮

カンボジア王宮

フエ王宮

アンコールワット

現地の慣習
を尊重する

神聖な場所で肌
を露出しない。
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伝統の巻きスカートが必須の寺も
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(2006年または2007年夏の別のスタディーツアーで起こった事件)
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適切な移動手段を確保する
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人々の暮らしを知る
12

薪を得る雑木林

水田畑
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川で洗濯

牛は耕作と重いものの運搬
脱穀 14

2017年には左の人力車が変速機付き自転車型に大進化

15
プノンペンにイオンモール!

暮らし：食べ物：知り、楽しむ 16



マダガスカルの農家で頂いた昼食

マダガスカルの農家が自家用に畔で木を育て、
完熟コーヒーを楽しむ 17

同じマダガスカル料理もホテルのレストランなどだと
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フォー(ホーチミン市) ラオスやカンボジアの昆虫食

プノンペンの食堂(鍋) フエの邸宅での宮廷料理

19

この授業の達成目標

現地訪問により、開発途上国の環境と開発の問題または
環境問題もしくは開発問題について、一般的な理論に上乗
せして具体論を論じることができるようになること(「百聞プ
ラス一見」の力をつける)

教養科目の具体的目標のうち次の3点に寄与する。
(1)専門科目の学習により得られた専門的な知識を、より広い視野や
知見の下で位置づけ、意味づける力を育成すること(「百聞プラス一
見の力」をつける。)

(2)大学院教育(または社会人)に接続する学部教育の中で、自ら学ぶ
学習能力を育成すること

(3)自らの心身の健康を管理し、感性と精神を高め、社会や世界に役
立つことのできる経験や意欲(同情ではなくコミットメントによる協力)
を育成すること(グローバル化した現実社会で積極的に行動できる
力をつける。)
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「百聞」の共通基礎

開発途上国の「低開発」には、経済的低開発、社会的低開発(健康、教育)、政治的低開
発がある。(Howard Handelman, The Challenge of Third World Development他)

現地訪問で見て確認すべき「百聞」

(a) 「開発・発展(development)」の根幹を成すのは、1人1人がその人なりの理由により
価値があると考えるような生活を送る力(individual’s capabilities to lead the kind of 
life that the person has reason to value)である。貧困とは、そのような力のうち基本
的なものの欠けた状態のことである。(Amartya Sen, Development as Freedom)

(b)人は、政府や援助機関が何かをしてくれるのを待っている主体(passive recipient)
ではなく、自分たちの生活を良くするために行動する主体(agent)である。 (Amartya 
Sen, Development as Freedom; また、多数の実証研究。)

(c) 開発協力に関し、「善意は善行を保証しない。」(佐藤寛『開発援助の社会学』)

インドシナ半島で理解すべき歴史的背景等

(a)国家・民族の移動・変遷(クメール帝国(カンボジア)の繁栄と縮小、タイ・ラオ系の南下、
ベトナムの南下、チャンパ王国の消滅、3種のラオ人(低地(南下してきたタイ・ラオ系)、
山腹(古くからのクメール系)、高地(19世紀以降移動)等)、植民地化、境界固定

(b)アメリカ戦争(今でも枯れ葉剤の影響、不発弾、地雷、インフラ整備の遅れ等々)

(c)ポルポト派の起こしたこと(知識人の虐殺、隣人による密告等)

(d)森林、河川等から生活に必要なものの多くを得てきた社会
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(大橋正明・和栗百恵「海外体験学習の類型化の試案：研究会の今後の活動に向けた提案」 、『大学教
育における「海外体験学習」研究会第2回全国大会「体験学習の内容と意味：類型化を目指して」プロ
グラム発表要旨録集』2005年、7-40頁)

「一般科目」では
あるが、この辺で
はないか

市場、一般の食堂、
公共交通機関の利
用等でこの辺の要
素も入れている。

大学の教員の間での取組み

『大学教育における「海外体験学習」研究会』

(1)教育としての内容の
あり方の研究

(2)安全対策(親との関
係を含む。)

(3)訪問先への負のイ
ンパクトへの対処のあ
り方

http://joeln.jp/
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開発途上国へのス
タディーツアーの推
進者

アフリカへのスタ
ディーツアー

マダガスカル 2005、2006、2007年
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カンボジア、ラオス等
(2011年以降)

26

共通の基礎： 開発途上国の「低開発」には、経済的低開発、社会的低開発(健康、教育)、政
治的低開発がある。

現在ネパールに青年海外協力隊員として派遣されて
いる日爪(猪又)仁美(法学部卒。2013年度履修)さん
のフェースブック(10月20日)：
家の周りの人は、風邪くらいじゃ病院行かない
し、持病があっても簡単には行かない。

それが当たり前だし、特に女は休むべきじゃな
いって発想もあります。

外務省の海外安全情報
カンボジア(5月21日)：
2017年9月に最大野党救国党の党首が逮捕され，11月には同党は解党されました。現時
点で目立った衝突等は起きていませんが，2018年7月に予定されている国政選挙に向け，
緊張が高まる可能性があることから，常に最新の情報を入手するよう心がけてください。

マダガスカル：
2018年末の大統領選挙に向けて事態が流動化する恐れがあります。4月21日の集会では，
無許可デモを強行した反政府団体側と治安当局の間で衝突が起こり，死傷者が発生してい
ます。デモ等の情報に接したときには，周辺に近づかないようにし，ご自身の安全を確保す
るようにして下さい。

タイ(12月11日)：
インターネット上の情報によると，12月12日(水)朝10時頃，首都バンコクにあるジェーンワッ
タナの政府合同庁舎Ｂ棟第１ゲートの選挙管理委員会前で，反政府系民主主義グループが
集会を開催するとの情報があります。…不測の事態に巻き込まれることのないよう…

➡今年はスタディツアーが減少

2006年9月、マダガスカルからの帰路、
バンコクでクーデターに遭遇

2008年の政変によりこの授業は
マダガスカル訪問を断念

シ
エ
ム
リ
ア
ッ
プ
の

高
級
病
院
の
病
室
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「賄賂をもらっちゃいけないよ。もらったお前が馬鹿なのさ。」(山本リンダ)

(a)「開発・発展(development)」の根幹を成すのは、1人1人がその人なりの理由により価値
があると考えるような生活を送る力(individual’s capabilities to lead the kind of life that the 
person has reason to value)である。貧困とは、そのような力のうち基本的なものの欠けた状
態(deprivation of basic capabilities)のことである。(Amartya Sen, Development as 
Freedom)
・栄養が足り、健康であること
・病気や大けがの時に医者にかかれること
・基礎教育を受けていること
・安心して休める住まいがあること
・安全な飲料水が得られていること
・社会の規範作りに参加できること
・人を助けられること
等々

遺跡で音楽を奏でてお金を得る障害者たち
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(2018年)

(b)人は、政府や援助機関が何かをしてくれるのを待っている主体(passive recipient)ではな
く、自分たちの生活を良くするために行動する主体(agent)である。

マダガスカルの農家の努力
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水田の開発

ガチョウの卵で現金収入

水田の次は畑

作物の多様化 NGOプロジェクトへの参加

現金収入を増や
して娘さんたち
を町の学校へ

魚の養殖で現金収入

(c)開発協力に関し、「善意は善行を保証しない。」

教員養成学校に寄贈された的外れな機材

修復に従事したカンボジアの人たちを写真入りで
紹介する上智大学アジア人材養成研究センター

青年海外協力隊員の提案を
受け、小学校の運営費を得る
ために野菜を栽培するマダガ
スカルの村人たち
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インドシナ半島で理解すべき歴史的背景等

(a)国家・民族の移動・変遷(クメール帝国(カンボジア)の繁栄と縮小、タイ・ラオ系の南下、ベト
ナムの南下、チャンパ王国の消滅、3種のラオ人(低地(南下してきたタイ・ラオ系)、山腹(古くか
らのクメール系)、高地(19世紀以降移動等)、植民地化、境界を固定しての独立

(b)アメリカ戦争(今でも枯れ葉剤の影響、不発弾、地雷、インフラ整備の遅れ等々)

(c)ポルポト派の起こしたこと(教員を含む知識人の虐殺、隣人による密告等)

(d)森林、河川等から生活に必要なものの多くを得てきた社会
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ラオスの縮小

フランス
のメコン
川航行権
確保

カンボジアの
失地の一部
回復

インドシナのフランス植民地化

12世紀のクメール帝国



個人による地雷博物館NGOによる地雷問題の展示

旧南北ベトナム国境

写真家一ノ瀬泰造の墓 PKOで殉職した高田警視と中田国連ボランティアの慰霊碑

米軍の爆撃を避けて地下で暮らした村人たち

ベトコンの会議室のあった店
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教員、知識人等を拷問する
施設とされたた元高校

乳幼児を打ち
つけて殺して
いた木

キリングフィールドの人骨発掘跡

カンボジア特別法廷

カンボジア特別法廷の被告拘留施設
34

市場で売られていた昆虫、クモ等

タケノコを売り歩く村の人たち

宿にやって来たタケノコ売り
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川で魚を獲る

この授業の達成目標「現地訪問により、開発途上国の環
境と開発の問題または環境問題もしくは開発問題について、
一般的な理論に上乗せして具体論を論じることができるよ
うになること(「百聞プラス一見」の力をつける)」は達成され
たか。

教養科目の具体的目標のうち次の3点に寄与することはどうだったか。
(1)専門科目の学習により得られた専門的な知識を、より広い視野や
知見の下で位置づけ、意味づける力を育成すること(「百聞プラス一
見の力」をつける。)

(2)大学院教育(または社会人)に接続する学部教育の中で、自ら学ぶ
学習能力を育成すること

(3)自らの心身の健康を管理し、感性と精神を高め、社会や世界に役
立つことのできる経験や意欲(同情ではなくコミットメントによる協力)
を育成すること(グローバル化した現実社会で積極的に行動できる
力をつける。)
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多くの方の御助力、御協力により実施できたことを忘れてはいけませ
ん。

駐日大使館 大統領府 アンタナナリヴ大学 環境省 自然保護区管理協会

外務省 日本大使館 JICA事務所

JICAプロジェクト

運転手さん

青年海外協力隊員隊員に食事提供の御夫婦

青年海外協力隊員(昼食会参加) 国連広報センター

ガールスカウト連盟総裁、外務大臣、
国会議長の御家族

NGO “FANAMBY” 森林保護区ガイドさん
(地元住民)

森林保護区隣接農家

通訳(大学英語講師) 国立公園ガイ
ドさん

JICA東京

(マダガスカル)
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東京農工大学学生 学生たち(交流会)

タイ環境省
研究・研修センター

国連環境計画アジア・太平洋地域事務所 FAOアジア・太平洋地域事務所

(帰路立ち寄りのバンコク)

マダガスカル訪問の結果は、次のところに紹介しています：
http://kokusaikaihatsuken.net/
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(カンボジア)

Pho Binh JICAカンボジア事務所 カンボジア特別法廷 Europe Guesthouse

JVC (日本国際ボランティアセンター)カンボジア事務所

上智大学アジア人材養成研究センター

Little Angels孤児院 Bou Savy Guesthouse tuk-tuk運転手さんたち

カンボジア訪問提案者 カンボジア訪問支援者
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(カンボジアからラオスへの移動途中のタイ)

国連環境計画(UNEP)アジア・太平洋地域事務所

(ラオス)

青年海外協力隊

日本国際ボランティアセンター(JVC)ラオス事務所

+東京事務所カンボジア、ラオス担当、前副代表

御助力、御協力下さった方々に感謝申し上げます。


